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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 25 年 3 月 13 日（水）10：30～12:00 

２． 場所：第一会議室 

出席委員：山田秀人、西村善博、東健、南博信、黒坂昌弘、飯島一誠、戸田達史、平井みどり、伊藤智雄、吉本健一、四方陽介、鈴木伸幸、 

西部光弘、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 

120083 医師主導による急性心不全患者を対象としたエプレレノン

の臨床試験 

新規申請 承認  

130001 バイオジェン・アイデック・ジャパン(株)の依頼による再発

寛解型多発性硬化症を対象とした第Ⅲ相試験 

新規申請 承認  

130002 田辺三菱製薬 (株 )の依頼による乾癬患者を対象とした

TA-650 の第 3 相試験 

新規申請 承認  

130003 大日本住友製薬(株)の依頼による DSP－1747 の第 2 相試験 新規申請 承認  

130004 (株)メディコンの依頼による MD02-LDCB の多施設共同試

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 

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 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 

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

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 

定期報告 

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 

定期報告 

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 承認  

100061 
日本新薬（株）の依頼による NS-304 の第Ⅱ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  

110003 
ヤンセンファーマ（株）の依頼による成人の注意欠陥/多動

性障害（AD/HD）患者を対象とした JNS001 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  

110007 
ファイザー (株 )の依頼による乾癬患者を対象とした

CP-690,550 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  

110008 
ファイザー (株 )の依頼による乾癬患者を対象とした

CP-690,551 の第 III 相試験（短期試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110024 
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン(株)の依頼

による関節リウマチを対象としたLY2127399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  

110039 
エーザイ(株)の依頼による低用量アスピリン投与患者を対

象とした E3810 の第 II/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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

110041 協和発酵キリン（株）の依頼による KHK4563 の第 II 相試験 定期報告 承認  

110051 
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 

措置報告 

承認  

110073 
エーザイ（株）の依頼による甲状腺分化癌患者を対象とし

た Lenvatinib(E7080)の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120043 エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

110074 
バイエル薬品（株）の依頼による糖尿病黄斑浮腫を対象と

した BAY 86-5321 の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110082 
グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による筋ジストロ

フィー患者を対象とした GSK2402968 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120026 
グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による Duchenne 型

筋ジストロフィー患者を対象とした GSK2402968 の長期安

全性、忍容性および有効性を評価する継続投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120001 
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（メマンチン塩酸塩）の製造販売

後臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120002 
ファイザー（株）の依頼による乾癬患者および関節症性乾

癬患者を対象とした CP-690,550 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120003 
クインタイルズ（株）の依頼による腎細胞癌に対する

AG-013736 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120005 協和発酵キリン（株）の依頼による RTA402 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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120006 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による転移・

再発頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした BIBW2992 とメト

トレキサートの有効性及び安全性を比較するランダム化，

オープンラベル第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120007 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による局所

進行頭頸部扁平上皮癌を対象とした BIBW2992 の有効性及

び安全性を評価するランダム化，二重盲検，プラセボ対照

第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120011 
日本ゴア株式会社の依頼による大腿膝窩動脈に対する末梢血

管用ステントグラフトシステム（GP1101）の多施設共同検証試

験 

当院で発生した重篤な有害事象 承認  

120027 
第一三共（株）の依頼による尿路感染症を対象とした

DR-3355 注射剤（レボフロキサシン水和物）の第Ⅲ相試験 

 

措置報告 承認  

120028 ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰb 相試験 
当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

120029 
大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対象

としたアリピプラゾール（OPC-14597）の二重盲検比較試

験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120030 
大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対象

としたアリピプラゾール（OPC-14597）の長期継続投与試

験（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 

120031 
大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対象

としたアリピプラゾール（OPC-14597）の二重盲検比較試

験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120032 
大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対象

としたアリピプラゾール（OPC-14597）の長期継続投与試

験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120033 
ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺激

性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短期およ

び長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

120034 
ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺激

性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短期およ

び長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

120042 
オンコセラピー・サイエンス（株）の依頼による標準療法

不応膵癌患者を対象とした OCV-C01 の第Ⅲ相臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

120044 
ノバルティスファーマ（株）の依頼による SOM230LAR の

第Ⅱ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120057 
ｱｸﾃﾘｵﾝ ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ (株 )の依頼による

Macitentan(ACT-064992)の第Ⅱ相/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120060 
小野薬品工業(株)の依頼による進行性又は転移性腎細胞が

ん患者を対象とした ONO-4538/BMS-936558 の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120061 
小野薬品工業(株)の依頼による手術患者を対象とした ONO

－2745 の第 II 相/第 III 相試験 

定期報告 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 

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 実施計画書、治験薬概要書、治験期間延長 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 

実施計画書、実施計画書別紙、同意説明文書、

責任医師変更 

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 

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 
責任医師変更、分担医師削除、同意説明文書 

承認  

110042 
ノバルティスファーマ（株）の依頼による転移性腎細胞癌

患者を対象とした TKI258 の第 III 相試験 
治験薬概要書、実施計画書付録、症例報告書 

承認  

110074 
バイエル薬品（株）の依頼による糖尿病黄斑浮腫を対象と

した BAY 86-5321 の第 III 相試験 
分担医師削除 

承認  

120003 
クインタイルズ（株）の依頼による腎細胞癌に対する

AG-013736 の第Ⅲ相試験 
実施計画書 

承認  

120004 協和発酵キリン（株）の依頼による KHK6188 の第 II 相試験 治験薬概要書、実施計画書別冊 承認  

120005 協和発酵キリン（株）の依頼による RTA402 の第 II 相試験 分担医師削除 承認  

120006 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による転移・

再発頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした BIBW2992 とメト

トレキサートの有効性及び安全性を比較するランダム化，

オープンラベル第Ⅲ相試験 

 

同意説明文書、Note to file 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 

120014 ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰ相試験 
実施計画書、実施計画書別紙、説明文書・同

意文書 

承認  

120015 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

同意説明文書、責任医師変更、分担医師追加、

分担医師削除 

承認  

120016 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の継続長期投与試験 

同意説明文書、責任医師変更、分担医師追加、

分担医師削除 

承認  

120042 

オンコセラピー・サイエンス（株）の依頼による標準療法

不応膵癌患者を対象とした OCV-C01 の第Ⅲ相臨床試験 

 

説明文書および同意書 

承認  

120061 
小野薬品工業(株)の依頼による手術患者を対象とした ONO

－2745 の第 II 相/第 III 相試験 
責任医師変更 

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 

120061 
小野薬品工業(株)の依頼による手術患者を対象とした ONO

－2745 の第 II 相/第 III 相試験 

退室基準を満たさず、退室 承認  

 

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 

110088 
医師主導による膝関節軟骨損傷患者を対象とした IK-01 の

臨床試験 

平成 25 年 2 月 21 日 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 

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  

110088 
医師主導による膝関節軟骨損傷患者を対象とした IK-01 の

臨床試験 

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 

 なし    

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 試験課題名 内容 

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 3 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 

250001 
進行肝細胞癌に対してアドリアマイシンを用いた

Percutaneous Hepatic Perfusion の臨床第二相試験 

新規申請 承認  
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250002 

非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）完全切除症例に対する

Cisplatin+Pemetrexed併用ショートハイドレーション療

法による術後補助化学療法の認容性試験 

新規申請 承認  

250003 
S-1 による胃癌術後補助化学療法患者に対する成分栄

養剤(エレンタール）の有用性に関する第Ⅱ相臨床試験 

新規申請 承認  

250004 

ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキ

シフェンの CYP2D６遺伝子型に基づく個別化投薬と

固定用量の比較研究 

新規申請 承認  

250005 
筋層非浸潤性膀胱癌に対するピラルビシン維持療法に

よる再発予防効果 

新規申請 承認  

250006 
CT Urography における至適造影剤投与方法に関する

検討 

新規申請 承認  

250007 

自立歩行困難なジストロフィン遺伝子ナンセンス変異

によるデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者に対する

硫酸アルベカシン投与時の有効性及び安全性の検討 

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 

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 

責任医師変更、分担医師削除、分担医師

追加 

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 
分担医師削除 

承認  



平成 25 年 3 月 13 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

10 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 
実施計画書、同意説明文書、期間延長 

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 

実施計画書、同意説明文書、期間延長 

承認  

190031 NSAIDｓによる上部消化管損傷に関する調査研究 分担医師削除 承認  

200007 
C 型肝炎に対する PEG-IFNα2a/RBV 併用療法の有効性・安

全性の検討 
分担医師削除、分担医師追加 

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 

責任医師変更）、分担医師削除、分担医

師追加 

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 
分担医師削除 

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」 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  

210006 
アルコール依存症患者に合併する骨粗鬆症に関する臨床研

究 

実施計画書、同意説明文書、分担医師削

除、分担医師追加、期間延長 

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 

分担医師削除、分担医師追加 

承認  
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整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

実施計画書、同意説明文書、責任医師変

更、分担医師追加、研究協力施設 

承認  

210025 

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

る臨床研究―宿主側・ウイルス側因子と治療効果との関連

性の検討― 

責任医師変更、分担医師削除、分担医師

追加 

承認  

210029 
習慣流産に対する免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ療法の有効性についての前

方視的研究 
責任医師変更 

承認  

220010 

「JCOG0909：臨床病期Ⅱ／Ⅲ（T4 を除く）食道癌に対する

根治的化学放射線療法＋/-救済治療の第Ⅱ相試験」 

（臨床研究実施計画書 版数：第１版 作成年月日：2010

年 3 月 10 日） 

分担医師削除、症例数追加 

承認  

220017 尾側膵切除術における術前 EPS の有用性に関する研究 分担医師削除 承認  

220023 
膵癌術前化学療法としての Gemcitabine+S-1 療法（GS 療法）

の第Ⅱ相臨床試験（Prep-01） 
分担医師削除 

承認  

220028 

骨粗鬆症合併Ｃ型慢性肝炎への活性型ビタミンＤ３製剤併

用 

ＰＥＧ-ＩＦＮα２ａ/ＲBＶの有効性・安全性の検討 

責任医師変更、分担医師削除、分担医師

追加 

承認  

220029 

筋層非浸潤性尿路上皮癌症例に対する BCG（イムシスト）

膀胱内注入療法（導入および維持療法）による治療効果と

安全性の検討 

期間延長 

承認  
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整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

220030 

肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術（TACE）施行患者における

間接熱量側定法を用いた術侵襲の程度評価：分岐鎖アミノ

酸（BCAA）配合経腸栄養剤の術侵襲抑制効果の前向き検討 

責任医師変更、分担医師削除、分担医師

追加、登録期間延長、実施期間延長 

承認  

230008 
中等度・高度アルツハイマー型認知症に対するアリセプト

とメマリーの併用効果に関する臨床試験 

分担医師追加、協力医師削除、協力医師

追加、治験実施計画書、同意説明文書 

承認  

230013 
肝胆道疾患におけるソナゾイドを用いた術中胆道造影下超

音波検査の有用性に関する臨床研究 

治験実施計画書、同意説明文書、期間延

長 

承認  

230017 
進行肝細胞癌を対象としたソラフェニブとシスプラチン肝動注の

併用療法とソラフェニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  

230020 
アルツハイマー型認知症患者のコリンエステラーゼ遺伝子

に多型基づくリバスチグミンの反応性に関する検討 
分担医師追加 

承認  

230022 
Ｂ型慢性活動性肝炎に対する PEG-IFN α-2a の有効性・安

全性の検討 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  

230023 
Ｂ型慢性活動性肝炎に対する PEG-IFN α-2a/ADV 併用療法

の有効性・安全性の検討 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  

230025 

小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病

に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験  JPLSG ALL-T11 / 

JALSG T-ALL-211-U ALL-T11 

分担医師削除 

承認  

230026 

シスプラチン単剤による化学療法を受ける標準リスク肝芽

腫患者の内耳神経毒性軽減のためのチオ硫酸ナトリウム

(STS)の有効性を検討する多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床

試験 SIOPEL6/JPLT3 

分担医師削除 

承認  
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整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

230027 

腫瘍栓合併肝細胞癌に対する CDDP を用いた肝動注化学療

法と放射線同時併用療法の第Ⅰ／Ⅱ相試験 

Phase Ⅰ/Ⅱ trial of cisplatin-based trans arterial infusion and 

concomitant radiotherapy for advanced hepatocellular carcinoma 

with portal vein tumor thrombosis. 

実施計画書、同意説明文書、分担医師追

加、分担医師削除 

承認  

230028 

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陰性または不明である非

扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメト

レキセド+ベバシズマブ併用療法施行後、維持療法として、

ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法をベバシズマブ単

剤と比較する第Ⅲ相臨床試験 

分担医師削除、分担医師追加 

承認  

230029 
局所進行膵癌に対する S-1 併用放射線療法における導入化

学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験 
協力医師削除 

承認  

230030 
High Grade T1 膀胱癌の Second TUR後 T0 患者に対するBCG 

膀胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験 
分担医師追加、協力医師削除 

承認  

230033 

小児難治性Ｔ細胞性急性リンパ性白血病に対するネララビ

ン、フルダラビン、エトポシドを用いた寛解導入療法第Ⅱ

相臨床試験（ALL-RT11) 

分担医師削除 

承認  

230034 

原因不明難治性習慣流産患者を対象とした G-CSF 製剤（レ

ノグラスチム）投与による生児獲得効果に関する臨床試験 

 

分担医師削除 

承認  

240001 
Drug Free を目指した核酸アナログ（NA)と PEG－IFNα２a

の Sequential 療法の検討 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  
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整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

240002 

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存

病変検索の実施可能性とその有用性を探索するパイロット

試験（AML-D11) 

分担医師削除 

承認  

240005 

切除不能進行・再発胃癌を対象とした S-1/シスプラチン併用

（CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1 併用（DCS)療

法のランダム化第Ⅲ相試験 

協力医師削除 

承認  

240006 
JCOG1104：病理学的 StageⅡ胃癌に対する S-1 術後補助化学療法の

期間短縮の意義を評価するランダム化比較第Ⅲ相試験 
協力医師削除 

承認  

240008 
ペースメーカー患者フォローアップにおける遠隔モニタリ

ングと定期通院の有効性と安全性の比較（at Home 研究） 

分担医師削除、分担医師追加、協力医師

追加 

承認  

240010 
高齢者術後せん妄に対するラメルテオンの予防効果と安全

性の検討 

実施計画書、同意説明文書、責任医師変

更、分担医師削除、分担医師追加 

承認  

240011 
アーガメイトゼリーからケイキサレートドライシロップへ

の切替え試験 
実施期間延長 

承認  

240015 
冠動脈ステント留置後の新生内膜に対するオルメサルタン

の効果に関する無作為化比較研究 

実施計画書、同意説明文書、分担医師削

除 

承認  

240018 
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH)に対するリスク別

臨床研究実施計画書 LCH-12 
分担医師削除 

承認  

240022 
膵切除後の膵液瘻（Grade B,C)発生防止を目的とした抗菌薬

至適投与法のランダム化試験 
分担医師削除、分担医師追加 

承認  

240014 
進行肝細胞癌に対してDelcath Catheterを用いたPercutaneous 

Hepatic Perfusion の臨床第二相試験 
治験実施計画書 

承認  
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整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

220016 

シスプラチン連日投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するパ

ロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン 3 剤併用

の非盲検非対照第Ⅱ相試験 

分担医師削除、実施計画書、期間延長 

承認  

230031 
うっ血性心不全の急性期患者に対するトルバプタンの効果

に関する無作為化比較研究 

実施計画書、同意説明文書、分担医師追

加、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 

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  

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  

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  

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  

200007 
C 型肝炎に対する PEG-IFNα2a/RBV 併用療法の有効性・安

全性の検討 

継続審査 承認  
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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 

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  

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鬆症に関する臨床研

究 

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  

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  

210025 

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

臨床研究―宿主側・ウイルス側因子と治療効果との関連性

の検討― 

継続審査 承認  

210029 
習慣流産に対する免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ療法の有効性についての前

方視的研究 

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 

220010 

「JCOG0909：臨床病期Ⅱ／Ⅲ（T4 を除く）食道癌に対する

根治的化学放射線療法＋/-救済治療の第Ⅱ相試験」 

（臨床研究実施計画書 版数：第１版 作成年月日：2010

年 3 月 10 日） 

継続審査 承認  

220017 尾側膵切除術における術前 EPS の有用性に関する研究 継続審査 承認  

220023 
膵癌術前化学療法としての Gemcitabine+S-1 療法（GS 療法）

の第Ⅱ相臨床試験（Prep-01） 

継続審査 承認  

220028 
骨粗鬆症合併Ｃ型慢性肝炎への活性型ビタミンＤ３製剤併

用 ＰＥＧ-ＩＦＮα２ａ/ＲBＶの有効性・安全性の検討 

継続審査 承認  

220029 

筋層非浸潤性尿路上皮癌症例に対する BCG（イムシスト）

膀胱内注入療法（導入および維持療法）による治療効果と

安全性の検討 

継続審査 承認  

220030 

肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術（TACE）施行患者における

間接熱量側定法を用いた術侵襲の程度評価：分岐鎖アミノ

酸（BCAA）配合経腸栄養剤の術侵襲抑制効果の前向き検討 

継続審査 承認  

230008 
中等度・高度アルツハイマー型認知症に対するアリセプト

とメマリーの併用効果に関する臨床試験 

継続審査 承認  

230013 
肝胆道疾患におけるソナゾイドを用いた術中胆道造影下超

音波検査の有用性に関する臨床研究 

継続審査 承認  

230017 

進行肝細胞癌を対象としたソラフェニブとシスプラチン肝

動注の併用療法とソラフェニブ単剤療法のランダム化第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 

230020 

アルツハイマー型認知症患者のコリンエステラーゼ遺伝子

に多型基づくリバスチグミンの反応性に関する検討 

 

継続審査 承認  

230022 

Ｂ型慢性活動性肝炎に対する PEG-IFN α-2a の有効性・安全

性の検討 

 

継続審査 承認  

230023 

Ｂ型慢性活動性肝炎に対する PEG-IFN α-2a/ADV 併用療法

の有効性・安全性の検討 

 

継続審査 承認  

230025 

小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病

に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験  JPLSG ALL-T11 / 

JALSG T-ALL-211-U ALL-T11 

 

継続審査 承認  

230026 

シスプラチン単剤による化学療法を受ける標準リスク肝芽

腫患者の内耳神経毒性軽減のためのチオ硫酸ナトリウム

(STS)の有効性を検討する多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床

試験 SIOPEL6/JPLT3 

継続審査 承認  

230027 

腫瘍栓合併肝細胞癌に対する CDDP を用いた肝動注化学療

法と放射線同時併用療法の第Ⅰ／Ⅱ相試験 

Phase Ⅰ/Ⅱ trial of cisplatin-based trans arterial infusion and 

concomitant radiotherapy for advanced hepatocellular carcinoma 

with portal vein tumor thrombosis. 

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 

230028 

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陰性または不明である非

扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメト

レキセド+ベバシズマブ併用療法施行後、維持療法として、

ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法をベバシズマブ単

剤と比較する第Ⅲ相臨床試験 

継続審査 承認  

230029 
局所進行膵癌に対する S-1 併用放射線療法における導入化

学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

230030 
High Grade T1 膀胱癌の Second TUR後 T0 患者に対するBCG 

膀胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

230033 

小児難治性Ｔ細胞性急性リンパ性白血病に対するネララビ

ン、フルダラビン、エトポシドを用いた寛解導入療法第Ⅱ

相臨床試験（ALL-RT11) 

継続審査 承認  

230034 
原因不明難治性習慣流産患者を対象とした G-CSF 製剤（レ

ノグラスチム）投与による生児獲得効果に関する臨床試験 

継続審査 承認  

240001 
Drug Free を目指した核酸アナログ（NA)と PEG－IFNα２a

の Sequential 療法の検討 

継続審査 承認  

240002 

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存

病変検索の実施可能性とその有用性を探索するパイロット

試験（AML-D11) 

継続審査 承認  

240005 

切除不能進行・再発胃癌を対象とした S-1/シスプラチン併用

（CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1 併用（DCS)療

法のランダム化第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 

240006 

JCOG1104：病理学的 StageⅡ胃癌に対する S-1 術後補助化学

療法の期間短縮の意義を評価するランダム化比較第Ⅲ相試

験 

継続審査 承認  

240008 
ペースメーカー患者フォローアップにおける遠隔モニタリ

ングと定期通院の有効性と安全性の比較（at Home 研究） 

継続審査 承認  

240010 
高齢者術後せん妄に対するラメルテオンの予防効果と安全

性の検討 

継続審査 承認  

240011 
アーガメイトゼリーからケイキサレートドライシロップへ

の切替え試験 

継続審査 承認  

240015 
冠動脈ステント留置後の新生内膜に対するオルメサルタン

の効果に関する無作為化比較研究 

継続審査 承認  

240018 
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH)に対するリスク別

臨床研究実施計画書 LCH-12 

継続審査 承認  

240022 
膵切除後の膵液瘻（Grade B,C)発生防止を目的とした抗菌薬

至適投与法のランダム化試験 

継続審査 承認  

220016 

シスプラチン連日投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するパ

ロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン 3 剤併用

の非盲検非対照第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

230031 
うっ血性心不全の急性期患者に対するトルバプタンの効果

に関する無作為化比較研究 

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

170009 
Rapid ACTH test を用いた生体肝移植および肝切除周術期の

副腎機能評価に関する臨床試験 

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  

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  

200011 
根治切除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  

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  

210009 

冠動脈ﾘｽｸを有する患者の非心臓手術における硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞ

ﾄﾞ(ﾆﾄﾛｰﾙ)とﾆｺﾗｼﾞﾙ（ｼｸﾞﾏｰﾄ）の術後心筋虚血予防効果の検

討 

継続審査 承認  

220002 
治療抵抗性の強迫性障害に対するアリピプラゾールによる

増強療法の有効性と安全性に関する研究 

継続審査 承認  

220005 
イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期慢性骨髄性白血病

に対するダサチニブの第Ⅱ相臨床試験 

継続審査 承認  

220021 

転移性腎細胞癌患者に対する sunitinib の有用性の検討およ

び sunitinib に対する耐性獲得に関わる血清分子マーカーの

同定のための多施設共同研究 

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 

230014 
脳卒中後のてんかん発作に対するレベチラセタムの有効性

と安全性に関する臨床研究 

継続審査 承認  

230018 

実臨床における Nobori バイオリムス A9 エリューティング

ステントの至適二剤併用抗血小板療法(DAPT）期間の検討 

 

継続審査 承認  

240019 

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤との併用療法に

不応となった進行・再発食道癌に対するドセタキセル単独

療法とパクリタキセル単独療法のランダム化比較第Ⅱ相試

験 

継続審査 承認  

240020 
HER２陽性・65 歳以上の進行再発胃癌に対するティーエス

ワン+トラスツズマブ併用療法の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

240023 
糖尿病患者に対する DPP-4 阻害薬が血糖日内変動と冠動脈

プラーク性状に与える効果に関する検討 

継続審査 承認  

240024 

EGFR 陽性及び KRAS codon G13D の進行・再発の結腸・直

腸癌に対する BSC と Cetuximab と Irinotecan＋Cetuximab 併

用療法のランダム化比較第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

240025 

切除不能進行・再発大腸癌における EGFR 陽性・KRAS 遺

伝子野生型に対する一次治療ティーエスワン＋オキサリプ

ラチン（SOX)＋セツキシマブ併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

240028 

多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対するコリスチンメ

タンスルホン酸ナトリウム注射剤の有効性と安全性の検討

－多施設共同、非盲検の臨床試験－ 

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 

240029 
二重盲検クロスオーバー試験による褥瘡部への直流微弱電

流刺激療法機器の安全性確認試験 

継続審査 承認  

240030 
耐糖能異常患者に対する DPP-4 阻害薬が血糖日内変動と冠

動脈プラーク性状に与える効果に関する検討 

継続審査 承認  

240035 

進行肝細胞癌に対する経皮的肝灌流化学療法（PIHP)施行後

の維持化学療法としてのソラフェニブ投与の安全性と有効

性に関する臨床研究 

継続審査 承認  

240038 

HER2 陽性切除不能または再発胃癌に対する、初回化学療法

における TS-1＋シスプラチン＋トラスツズマブ併用療法の

第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

240039 

エベロリムス溶出性コバルトクロムステント（XIENCE 

Prime™）留置後の Thienopyridine 投与期間を３ヶ月に短縮

することの安全性を評価する探索的研究 

継続審査 承認  

240042 

下部尿路症状を有する前立腺肥大患者に対するシロドシン

４mg から８mg への用量変更に伴う有効性と安全性の比較

検討 

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 

 なし    
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報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

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 

終了報告 

190009 

臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道切除

術と化学放射線療法同時併用療法(CDDP+5FU+RT)のﾗ

ﾝﾀﾞﾑ化比較試験 

終了報告 

200019 

切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する

FOLFOX+BEV併用療法 対 FOLFIRI+BEV併用療法

のﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験（WJOG4407G） 

終了報告 

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 
終了報告 

210018 

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 

終了報告 

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 
終了報告 

210027 

UGT1A1 遺伝子多型ホモ群に対するイリノテカン塩酸

塩の用量設定試験 
（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） 

終了報告 
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整理番号 臨床研究課題名 内容 

220009 

化学療法歴のない進行胃癌に対するＴＳ_１＋シスプ

ラチン併用療法の５週サイクル法と 3 週サイクル法と

のランダム化比較第Ⅲ相試験 

終了報告 

220012 

非血縁同種造血幹細胞移植におけるミコフェノール酸

モフェチル（MMF）投与の急性移植片対宿主病

（aGVHD）予防効果（有効性と安全性）に対する多施

設共同第Ⅱ相臨床試験 

終了報告 

220013 

血縁同種造血幹細胞移植におけるミコフェノール酸モ

フェチル（MMF）投与の急性移植片対宿主病（aGVHD）

予防効果（有効性と安全性）に対する多施設共同第Ⅱ

相臨床試験 

終了報告 

220037 ラメルテオンのうつ病患者における臨床効果の検討 終了報告 

220038 

過活動膀胱に対するイミダフェナシン増量治療の効果

と安全性に関する試験：患者自己目標達成質問票によ

る評価 

終了報告 

230004 
遠 隔 転 移 を 有 す る 膵 が ん に 対 す る Ｓ － １

/Leucovorin(LV)療法の第Ⅱ相試験 
終了報告 

230011 

進行肝細胞癌に対する動注用シスプラチン・リピオド

ール懸濁液を用いた肝動注化学療法の多施設共同第Ⅱ

相試験 

終了報告 

230021 
正常耐糖能者におけるGLP-1作用の役割に関する検討 
 

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、一部変更について 

・ 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 

230024 
T/L型Ca拮抗薬の心血管機能マーカーに対する効果に

関する研究 
終了報告 

230032 
ベッカー型筋ジストロフィーに対するプロスタグラン

ディン合成抑制療法 
終了報告 

240012 
肝細胞癌に対するエピルビシン及びミリプラチン併用

肝動脈化学塞栓療法の安全性の検討 
終了報告 


