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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 23 年 1 月 19 日（水）10：30～12：15 

２． 場所：臨床研究棟 4 階 第一会議室 

出席委員：松尾雅文、平井みどり、南博信、西村善博、山田秀人、黒坂昌弘、塩澤俊一、根木昭、大野良治、高橋京子、油井清光、梶

川敦子、松井伸之、山田啓介、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 

100085 大塚製薬 ( 株 ) の依頼による肝性浮腫を対象とした

OPC-41061 の第 III 相試験 

新規申請 承認  

100086 大研医機(株)の依頼によるクーデックアイクールの臨床試

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 
第一三共（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 

定期報告 

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  

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 

 

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 

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 

 

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 

措置報告 

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 

研究報告 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 

研究報告 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 

措置報告 

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 

措置報告 

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 

定期報告 

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 

定期報告 

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） 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

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 

研究報告 

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 
ファイザー（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 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

090020 
ファイザー（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  

100015 
ファイザー（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（長期試験） 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

080086 
MSD（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 

定期報告 

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 

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 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  

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 

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

100014 
オンコセラピー・サイエンス(株)の依頼による OTS102 の第

II 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

100024 ファイザー（株）の依頼による AG-013736 の第 II 相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

100025 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対象

としたアリピプラゾールの短期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

100026 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対象

としたアリピプラゾールの長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

100029 
サノフィ・アベンティス（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 

定期報告 

承認  

100030 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による癌性疼痛患者を対象

とした JNS024ER の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

研究報告 

措置報告 

承認  

100044 
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 

定期報告 

承認  

100046 
杏林製薬（株）の依頼による成人気管支喘息患者を対象と

した KPR-108 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 承認  

100048 
ファイザー（株）の依頼による肺動脈性肺高血圧症患者を

対象とした SITAXENTAN の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

100074 
第一三共（株）の依頼による急性冠症候群患者を対象とし

た CS-747S 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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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 

080002 株式会社ネクスト２１の依頼による３DB-01の臨床試験 治験実施計画書改訂 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 

SOP 改訂 

治験実施計画書別紙改訂 

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 

SOP 改訂 

治験実施計画書別紙改訂 

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 

説明文書・同意文書改訂 

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 

治験薬概要書改訂 

説明文書・同意文書改訂 

承認  

080072 
ファイザー（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 
治験実施体制変更 

承認  

090020 
ファイザー（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 
治験実施体制変更 

承認  

100015 
ファイザー（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（長期試験） 
治験実施体制変更 

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 

治験実施計画書改訂 

治験実施計画書別紙改訂 

承認  

100014 
オンコセラピー・サイエンス(株)の依頼による OTS102 の第

II 相試験 
説明文書・同意書改訂 

承認  

100024 ファイザー（株）の依頼による AG-013736 の第 II 相試験 治験薬概要書改訂 承認  

100029 サノフィ・アベンティス（株）の依頼による第 I 相試験 同意説明文書改訂 承認  
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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 22 年 10 月 13 日分、 

平成 22 年 11 月 17 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 22 年 10 月 13 日分、平成 22 年 10

月 21 日分、平成 22 年 11 月 17 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 22 年 10 月 26 日分 

 

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 

平成 22 年 10 月 26 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 

 なし    

 

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 

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 
研究経費変更 

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 

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 

研究経費変更 

分担医師削除 

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 
分担医師追加 

承認  

100029 サノフィ・アベンティス（株）の依頼による第 I 相試験 目標被験者数追加 承認  

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 試験課題名 内容 

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 

終了報告 

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 

終了報告 

 

 

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 

220032 
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾール

の効果に関する多施設共同無作為化比較試験 

新規申請 承認  

220033 
高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法

における補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究 

新規申請 承認  
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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 

 なし    

 
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 

200008 

低用量ｱｽﾋﾟﾘﾝ投与による上部消化管粘膜傷害の発生に対す

るﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬の予防効果 

(医師主導臨床試験)  

試験予定終了日変更 

実施計画書改訂 

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 

被験者数追加 

実施予定期間延長 

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 

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 終了報告 

200008 
低用量ｱｽﾋﾟﾘﾝ投与による上部消化管粘膜傷害の発生に

対するﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬の予防効果 

終了報告 

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 

終了報告 
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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：2 件 

・ 医薬品の副作用・感染症報告：4 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 

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 

終了報告 

K20001, 

K20004, 

K20006, 

K20008-13 

低用量ｱｽﾋﾟﾘﾝ投与による上部消化管粘膜傷害の発生に対す

るﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬の予防効果 

終了報告 


