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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 27 年 02 月 18 日（水）10:30 ～ 13:00  

２． 場所：第 1 会議室 

出席委員：西村 善博、南 博信、中村 誠、東 健、飯島 一誠、伊藤 智雄、平井 みどり、高橋 京子、加藤 憲治、吉本 健一、 

松井 伸之、楞野 哲也、鈴木 伸幸、山崎 道明、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 

140075 急性冠症候群を発症した高コレステロール血症の患者を対象とし

た Alirocumab の第 3 相試験 

新規申請 承認  

140076 ポリープ状脈絡膜血管症患者を対象に、アフリベルセプト硝子体

内投与単独療法と、アフリベルセプト＋光線力学療法（適応を有

する場合にのみ実施）の有効性、安全性及び忍容性を比較検討す

る二重遮蔽無作為化第 IIIb/IV 相試験 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書に

は指示事項の通

り修正すること 

140077 第一三共株式会社の依頼による DS-5565 第 III 相国際共同試験

（PHN） 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書に

は指示事項の通

り修正すること 
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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 

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  

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  

110067 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とした

OPC-34712 の第 II/III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110068 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とした

OPC-34712 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  

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  

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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  

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  

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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 

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  

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  

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  

120048 
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  

120072 
MSD(株)の依頼による第Ⅱ／Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

その他 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

130011 
(株 )そーせいの依頼による口腔咽頭カンジダ症を対象とした

SO-1105 の第Ⅲ相臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

130019 
アボットバスキュラージャパン(株)の依頼による AVJ-301 の虚血

性心疾患に対する比較臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130021 塩野義製薬(株)の依頼による第 II 相試験（継続長期投与試験） 当該治験薬で発生した副作用 承認  

130037 
アッヴィ合同会社の依頼による小児強迫性障害患者を対象とした

SME3110 の第Ⅲ相臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130040 
MSD(株)の依頼による中等症から重症の局面型皮疹を有する乾癬

患者を対象とした SCH900222/MK-3222 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 

130058 
大鵬薬品工業(株)の依頼による胃癌患者を対象とした ABI-007 の

第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130059 
エーザイ(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  

130060 
エーザイ(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  

130076 
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の依頼による急性骨髄

性白血病患者を対象とした BI6727 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130077 
千寿製薬株式会社の依頼による SJE-2079 の第Ⅱ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130103 
ファイザー株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

140002 
オピオイド誘発性の便秘症を有する非がん性の慢性疼痛患者を対

象とした naldemedine の第 3 相臨床試験 ―オープンラベル試験― 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140004 

日本人の MRSA 感染症（皮膚・軟部組織感染症又はそれに伴う敗

血症）患者における BAY 1192631 の有効性及び安全性についてリ

ネゾリドと比較検討することを目的とした多施設共同、前向き、

実薬対照、無作為化、非盲検比較試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140007 
乾癬患者を対象とした KHK4827 の第Ⅲ相臨床試験（継続長期投与

試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140016 
協和発酵キリン株式会社による第Ⅲ相臨床試験 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 

140019 
ノバルティスファーマ株式会社の依頼によるクッシング病の患者

を対象とした SOM230 LAR の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140025 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

140026 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

140034 

プラチナ製剤抵抗性の再発又は転移性頭頸部扁平上皮がん

(SCCHN)患者において nivolumab と治験医師選択治療を比較する

無作為化非盲第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140039 リウマチ患者を対象とした ASP015 第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

140040 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

140041 
慢性腰痛症患者を対象とした S-8117 のプラセボに対する優越性試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140042 慢性腰痛症患者を対象とした S-8117 の継続投与試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

140058 
塩野義製薬株式会社の依頼による注意欠如・多動症を対象とした

S-877489 の Ph2/3 試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140059 
塩野義製薬株式会社の依頼による注意欠如・多動症を対象とした

S-877489 の長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140060 
遺伝性血管性浮腫の急性発作を発現した日本人患者を対象とした

icatibant の非盲検試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140061 
血管性浮腫の発作予防及びブレークスルー発作の治療に対する

CINRYZE III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

140063 
ノバルティス ファーマ株式会社の依頼による慢性特発性蕁麻疹

を対象としたオマリズマブの第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

140064 
ファイザー株式会社の依頼による PF-04449913 の第 II 相臨床試験 当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

140069 
MSD 株式会社の依頼による再発又は進行性転移性尿路上皮癌患者

を対象とした MK-3475 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120048 ノバルティスファーマ(株)の依頼による第Ⅰ相試験 定期報告 承認  

130076 
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の依頼による急性骨髄

性白血病患者を対象とした BI6727 の第Ⅲ相試験 

定期報告 承認  

140005 原因不明の不育症を対象とした GB-0998 の二重盲検群間比較試験 研究報告 承認  

140006 原因不明の不育症を対象とした GB-0998 の一般臨床試験 研究報告 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 

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） 

実施計画書、契約期間 承認  

110067 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象と

した OPC-34712 の第 II/III 相試験 

実施計画書、同意説明文書 承認  

110068 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象と

した OPC-34712 の第 III 相試験（長期投与試験） 

実施計画書 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） 

 

治験薬概要書 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 

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） 

治験薬概要書 承認  

120048 
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、契約期間 

 

承認  

120072 
MSD(株)の依頼による第Ⅱ／Ⅲ相試験 実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書、同意説明文書の補助資料(小冊子) 

承認  

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 

監査計画書、治験薬の管理に関する手順

書 

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 

治験実施計画書、治験薬概要書、同

意説明文書、MS の再発に関するパン

フレット追加 

 

承認  

130038 
帝人ファーマ（株）の依頼による GGS の視神経炎を対

象とした第Ⅲ相試験 

実施計画書、治験実施期間 承認  

130058 
大鵬薬品工業(株)の依頼による胃癌患者を対象とした

ABI-007 の第 III 相試験 

実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書 

承認  

130062 

中心静脈栄養療法施行中のセレン欠乏を示す患者を対

象とした FPF3400 の第Ⅲ相試験―多施設共同オープン

試験― 

実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書、症例報告書の見本、患者さんへの説

明書、治験参加カード、被験者支払いに

関する資料 

 

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 

130063 

中心静脈栄養療法施行中のセレンの補充を必要とする

患者を対象とした FPF3400 の長期投与試験―多施設共

同オープン試験― 

実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書、症例報告書の見本、アセント文書

A・B・C、患者さんへの説明書、患者日

誌、患者日誌(乳児用)、治験参加カード、

被験者への支払いに関する資料 

承認  

130078 
ノバルティスファーマ株式会社の依頼による第Ⅰ相試

験 

治験薬概要書 承認  

140003 
塩野義製薬株式会社の依頼によるS-588410の第 2相試

験 

実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書、治験期間 

承認  

140005 
原因不明の不育症を対象としたGB-0998の二重盲検群

間比較試験 

実施計画書、同意説明文書 承認  

140006 
原因不明の不育症を対象としたGB-0998の一般臨床試

験 

実施計画書、同意説明文書 承認  

140010 
ノバルティスファーマ株式会社の依頼による第Ⅰ相試

験 

同意説明文書、患者さま説明文書 承認  

140034 

プラチナ製剤抵抗性の再発又は転移性頭頸部扁平上皮

がん(SCCHN)患者において nivolumab と治験医師選択

治療を比較する無作為化非盲第Ⅲ相試験 

実施計画書 承認  

140050 
日本メジフィジックス株式会社の依頼による前立腺癌

患者を対象とした NMK36 の第Ⅱ相試験 

実施計画書、治験薬概要書、同意説明文

書 

承認  

140060 
遺伝性血管性浮腫の急性発作を発現した日本人患者を

対象とした icatibant の非盲検試験 

同意説明文書 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 

140065 
疼痛に対する神経刺激治療の長期的有効性を評価する

国際共同レジストリ 

質問票の改訂 承認  

140066 

アルフレッサファーマ株式会社の依頼による、粒子線

治療時に体内に留置する KHKA-01 の臨床試験 

実施計画書、同意説明文書 

 

 

承認  

140069 
MSD 株式会社の依頼による再発又は進行性転移性尿

路上皮癌患者を対象とした MK-3475 の第Ⅲ相試験 

実施計画書、治験薬概要書、治験参加カ

ード 

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 

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 26 年 8 月 28 日実施分、 

平成 26 年 11 月 25 日実施分 

承認  

120040 
医師主導によるデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者を対

象とした NPC-14（硫酸アルベカシン）の第Ⅱ相試験 

平成 26 年 12 月 17 日実施分 承認  

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 

平成 26 年 12 月 11 日実施分 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 

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  

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） 

継続審査 承認  

110067 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とした

OPC-34712 の第 II/III 相試験 

継続審査 承認  

110068 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とした

OPC-34712 の第 III 相試験（長期投与試験） 

継続審査 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 

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  

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 

継続審査 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 

継続審査 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 

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 

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 

継続審査 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 

継続審査 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 

継続審査 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 

継続審査 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） 

継続審査 承認  

120040 
医師主導によるデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者を対

象とした NPC-14（硫酸アルベカシン）の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

120043 
エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 

 

継続審査 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 

継続審査 承認  

120048 ノバルティスファーマ(株)の依頼による第Ⅰ相試験 継続審査 承認  

120072 
MSD(株)の依頼による第Ⅱ／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 

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 

継続審査 承認  

130009 
日本製薬(株)の依頼による NPB-01 の慢性炎症性脱髄性多発

根神経炎に対する第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

130011 
(株)そーせいの依頼による口腔咽頭カンジダ症を対象とし

た SO-1105 の第Ⅲ相臨床試験 

継続審査 承認  

130012 
大日本住友製薬(株)の依頼による小児統合失調症患者を対

象とした DSP-5423 の検証的試験 

継続審査 承認  

130013 
大日本住友製薬(株)の依頼による小児統合失調症患者を対

象とした DSP-5423 の長期投与試験 

継続審査 承認  

130019 
アボットバスキュラージャパン(株)の依頼によるAVJ-301の

虚血性心疾患に対する比較臨床試験 

継続審査 承認  

130037 
アッヴィ合同会社の依頼による小児強迫性障害患者を対象

とした SME3110 の第Ⅲ相臨床試験 

継続審査 承認  

130040 
MSD(株)の依頼による中等症から重症の局面型皮疹を有す

る乾癬患者を対象としたSCH900222/MK-3222の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

130041 
ノバルティスファーマ(株)の依頼による RFB002 のポリープ

状脈絡膜血管症患者を対象とした第Ⅳ相試験 

継続審査 承認  

130042 

グラクソ・スミスクライン(株)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 GSK1325760（アンブリセンタ

ン）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 

130043 

グラクソ・スミスクライン(株)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 GSK1325760（アンブリセンタ

ン）の第 III 相継続投与試験 

継続審査 承認  

130044 
(株)グリーンペプタイドの依頼による前立腺癌に対する

ITK-1 の第 III 相試験 

継続審査 承認  

130057 
大鵬薬品工業 (株 )の依頼による膵癌患者を対象とした

TAS-118 の第 III 相試験 

継続審査 承認  

130058 
大鵬薬品工業 (株 )の依頼による胃癌患者を対象とした

ABI-007 の第 III 相試験 

継続審査 承認  

130059 
エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 

 

継続審査 承認  

130060 
エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 

 

継続審査 承認  

130062 
中心静脈栄養療法施行中のセレン欠乏を示す患者を対象と

した FPF3400 の第Ⅲ相試験―多施設共同オープン試験― 

継続審査 承認  

130063 

中心静脈栄養療法施行中のセレンの補充を必要とする患者

を対象とした FPF3400 の長期投与試験―多施設共同オープ

ン試験― 

継続審査 承認  

130076 
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の依頼による急

性骨髄性白血病患者を対象とした BI6727 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

130077 千寿製薬株式会社の依頼による SJE-2079 の第Ⅱ相試験 継続審査 承認  

130078 ノバルティスファーマ株式会社の依頼による第Ⅰ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 

130079 

RAS 変異を有する肝細胞癌（HCC）患者を対象とした BAY 

86-9766（refametinib）の前向き、単群、多施設共同、非対照、

非盲検第 II 相試験 

継続審査 承認  

130103 ファイザー株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 継続審査 承認  

130104 
医師主導による痙攣性発声障害患者を対象とした

GSK1358820 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

140001 骨髄線維症の患者を対象とした INC424 の臨床試験 継続審査 承認  

140002 

オピオイド誘発性の便秘症を有する非がん性の慢性疼痛患

者を対象とした naldemedine の第 3 相臨床試験 ―オープン

ラベル試験― 

継続審査 承認  

140003 塩野義製薬株式会社の依頼による S-588410 の第 2 相試験 継続審査 承認  

140004 

日本人の MRSA 感染症（皮膚・軟部組織感染症又はそれに

伴う敗血症）患者における BAY 1192631 の有効性及び安全

性についてリネゾリドと比較検討することを目的とした多

施設共同、前向き、実薬対照、無作為化、非盲検比較試験 

継続審査 承認  

140005 
原因不明の不育症を対象とした GB-0998 の二重盲検群間比

較試験 

継続審査 承認  

140006 原因不明の不育症を対象とした GB-0998 の一般臨床試験 継続審査 承認  

140007 
乾癬患者を対象とした KHK4827 の第Ⅲ相臨床試験（継続長

期投与試験） 

継続審査 承認  

140011 
KPS-0373 の脊髄小脳変性症患者を対象とした長期継続投与

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 

140019 
ノバルティスファーマ株式会社の依頼によるクッシング病

の患者を対象とした SOM230 LAR の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

140024 
富山化学工業株式会社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 T-817MA の臨床第 II 相試験 

継続審査 承認  

140025 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140026 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140033 ギラン・バレー症候群を対象とした GB-0998 の第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140034 

プラチナ製剤抵抗性の再発又は転移性頭頸部扁平上皮がん

(SCCHN)患者において nivolumab と治験医師選択治療を比

較する無作為化非盲第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

140039 リウマチ患者を対象とした ASP015 第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140040 リウマチ患者を対象とした ASP015K 第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140041 
慢性腰痛症患者を対象とした S-9117 のプラセボに対する優

越性試験 

継続審査 承認  

140042 慢性腰痛症患者を対象とした S-9117 の継続投与試験 継続審査 承認  

140050 
日本メジフィジックス株式会社の依頼による前立腺癌患者

を対象とした NMK36 の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

140051 門脈血栓症患者を対象とした NPB-06 の第Ⅲ相試験 継続審査 承認  

140063 
ノバルティス ファーマ株式会社の依頼による慢性特発性

蕁麻疹を対象としたオマリズマブの第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  
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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 

110067 

大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とし

た OPC-34712 の第 II/III 相試験 

 

症例数追加 承認済み  

130011 
(株)そーせいの依頼による口腔咽頭カンジダ症を対象と

した SO-1105 の第Ⅲ相臨床試験 

期間延長 承認済み  

130012 
大日本住友製薬(株)の依頼による小児統合失調症患者を

対象とした DSP-5423 の検証的試験 

分担医師追加・削除 承認済み  

130013 
大日本住友製薬(株)の依頼による小児統合失調症患者を

対象とした DSP-5423 の長期投与試験 

分担医師追加・削除 承認済み  

140033 
ギラン・バレー症候群を対象とした GB-0998 の第Ⅲ相

試験 

症例数追加・削除 承認済み  

140034 

プラチナ製剤抵抗性の再発又は転移性頭頸部扁平上皮

がん(SCCHN)患者において nivolumab と治験医師選択治

療を比較する無作為化非盲第Ⅲ相試験 

症例追加 承認済み  

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 試験課題名 内容 

110013 サノフィ・アベンティス(株)の依頼による第 I 相試験 終了報告 

130010 
日本製薬(株)の依頼による NPB-01 の多巣性運動ニューロパ

チーに対する第Ⅲ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 

260035 JCOG0905 骨肉腫術後補助化学療法における Ifosfamide 併用の効果に関するラン

ダム化比較試験 

新規申請 承認  

260036 JCOG1306 高悪性度非円形細胞肉腫に対する adriamycin, ifosfamide による補助化

学療法と gemcitabine,docetaxel による補助化学療法とのランダム化第 II/III 相試験 

新規申請 承認  

260037 切除不能進行・再発大腸癌における RAS 遺伝子変異型に対する一次治療

FOLFOXIRI＋ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験 

新規申請 承認  

260038 小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリツキ

シマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの薬物動態試験 

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 

 

責任医師変更、 

協力医師削除、期間延長 

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 

 

分担医師削除、症例数、 

期間延長 

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 

 

分担医師削除、協力医師削

除、期間延長 

承認  

200028 多重エネルギーX 線 CT の臨床応用に関する検討 

 

分担医師削除、協力医師削

除、期間延長 

承認  



平成 27 年 02 月 18 日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
18 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

分担医師追加 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 

 

責任医師変更 承認  

230005 婦人科癌に対する TC（パクリタキセル/カルボプラチン）療法施行患者

を対象としたパロノセトロン単回静脈内投与による制吐効果に関する臨

床試験 

研究期間 承認  

230007 根治切除可能な大型 3 型・4 型胃癌に対する術前 TS-1+CDDP 併用療法に

よる第Ⅲ相試験 

分担医師削除 承認  

230012 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前 Docetaxel+CDDP+S-1 の

第Ⅱ相試験 

分担医師削除 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 

 

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  

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 

分担医師削除、実施計画書 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 

分担医師削除、分担医師追

加 

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 

 

分担医師削除、 

分担医師の職名変更、 

協力医師の削除 

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 

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 

分担医師の削除、 

分担医師の職名変更 

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 

 

分担医師削除、実施計画書、

同意説明文書 

 

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 

実施計画書、同意説明文書、

実施予定期間延長 

承認  

240027 プロスタグランディン産生抑制剤の Duchenne 型筋ジストロフィーに対

する臨床試験 

責任医師変更 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 

実施計画書、同意説明文書、

試験期間 

承認  

240031 再発または遠隔転移を有する頭頚部非扁平上皮癌患者を対象とした

Docetaxel+Cisplatin 併用療法（DC 療法）の第Ⅱ相臨床試験 

登録期間 承認  

240032 シトリン欠損症に対するピルビン酸ナトリウム治療に関する研究 

 

責任医師交代 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 

研究終了日の延長、 

分担研究者の削除 

承認  

240037 関節リウマチの滑膜炎に対するトシリズマブの効果－超音波検査による

検討－ 

分担医師削除 承認  

240054 Stage Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6 または XELOX 療法における 5-FU 系抗がん剤およびｵｷｻﾘﾌﾟ

ﾗﾁ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 

実施予定期間変更 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 

250010 経皮的冠動脈形成術（PCI）における血管内光干渉断層法（OFDI:Optival 

Frequency Domain Imaging）及血管内超音波診断法（IVUS:Intravascular 

Ultrasound）の有用性に関する研究：OPINION 研究 

分担医師削除 承認  

250011 「経皮的冠動脈形成術（PCI）における血管内光干渉断層法（OFDI:Optival 

Frequency Domain Imaging）及血管内超音波診断法（IVUS:Intravascular Ultrasound）

の有用性に関する研究：OPINION 研究」Imaging Study 付随研究 

分担医師削除 承認  

250020 （R-)CHOP 療法時の 5HT3 受容体拮抗薬（パロノセトロン）使用下での

悪心・嘔吐に関する臨床試験 

分担医師削除 承認  

250023 進行性胆道癌としたゲムシタビン+シスプラチン併用療法（GC 療法）と

ゲムシタビン+S-1 併用療法（GS 療法）の第Ⅲ相比較試験 

 

分担医師削除、 

分担医師追加、 

共同研究者削除、 

共同研究者追加 

承認  

250031 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GO を用いた寛解後治療第Ⅱ相

臨床研究 JALSG APL212 

分担医師削除、 

分担医師の職名変更 

承認  

250032 65 歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸による地固め療法-第

Ⅱ相臨床研究試験-JALSG ALP212G 

分担医師削除、 

分担医師追加 

承認  

250033 局所進行頭頚部扁平上皮癌に対する導入化学療法と放射線治療及びセツ

キシマブ併用療法の第Ⅱ相試験(CSPOR-HN01) 

分担医師削除、 

分担医師追加 

承認  

250035 初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの

分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験

JALSG CML212 Study 

 

実施計画書改訂 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 

250040 高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対する

5-FU/1-LV 療法 vsFLTAX（5-FU/1-LV+PTX）療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相

比較試験（JCOG1108/WJ0G7312G） 

分担医師追加 承認  

250052 ステント内新規動脈硬化病変を有する患者に対する積極的脂質改善療法

が動脈硬化進展や予後に与える効果に関する検討 

 

分担医師削除、 

分担医師の職名変更 

承認  

250053 初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象とした

ダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験

（JALSG Ph（＋）ALL213） 

分担医師追加 承認  

250054 成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性急性リンパ性白血病

に 対 す る 多 剤 併 用 化 学 療 法 に よ る 臨 床 第 Ⅱ 相 試 験 （ JALSG 

Ph(-)B-ALL213） 

分担医師削除、 

分担医師追加 

承認  

250055 成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による臨床第Ⅱ相試験

（JALSG Burkitt-ALL213） 

分担医師の削除、 

分担医師の追加 

承認  

250057 腎癌患者を対象とした da Vinci サージカルシステム（DVSS）によるロボ

ット支援腹腔鏡下腎分部切除術の有効性および安全性に関する多施設共

同非盲検単群臨床試験 

分担医師削除、 

分担医師追加 

承認  

250058 造影 CT、拡散強調 MR 画像、FDG-PET による胸膜病変鑑別診断能の比

較に関する前向き検討 

実施計画書、 

同意説明文書 

承認  

250059 成人 precursorT 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法に

よる臨床第Ⅱ相試験（JALSG T-ALL213－O) 

 

分担医師の削除、 

協力医師削除 

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 

250060 高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に関す

る臨床第Ⅲ相試験 -検体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む -

（JALSG MDS212) 

分担医師削除、 

分担医師追加 

承認  

260017 小児難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象とし

たリツキシマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの多施設共

同二重盲検プラセボ対照ランダム化比較試験 

分担医師追加 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 

150007 低線量 CT の臨床応用に関する検討 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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

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  

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  

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&#039;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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

220015 再発・難治Ｔ細胞リンパ腫に対するＳＭＩＬＥ療法の第Ⅱ相試験 継続審査 承認  

220018 「再発・難治Ｔ細胞リンパ腫に対するＳＭＩＬＥ療法」における末

梢血中ＥＢウィルスＤＮＡ量の定量に関する研究 

継続審査 承認  

220024 高齢者造血器腫瘍に対するフルダラビン・全身放射線照射を前処置

とした同種移植療法臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 

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  

230002 切除不能進行胆道癌に対するｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ/ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ/Ｓ－１併用療法（Ｇ

ＣＳ療法）の第Ⅰ/Ⅱ相試験(KHBOー１００２） 

継続審査 承認  

230003 肝葉切除を伴う胆道癌切除例に対する gemcitabine(GEM)あるいはＳ

－１の術後補助化学療法の臨床第Ⅰ相試験（ＫＨBO１００３） 

継続審査 承認  

230007 根治切除可能な大型 3 型・4 型胃癌に対する術前 TS-1+CDDP 併用療

法による第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

230012 高 度 リ ン パ 節 転 移 を 伴 う 進 行 胃 癌 に 対 す る 術 前

Docetaxel+CDDP+S-1 の第Ⅱ相試験 

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  
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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  

230016 治癒切除不能な進行・再発結腸直腸癌患者に対するセツキシマブ隔

週投与の第Ⅱ相試験 

 

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  

230019 透析導入患者における炭酸ランタンと炭酸カルシウムの冠動脈石灰

化に関する無作為比較臨床研究 

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  

230027 門脈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  

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  

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  

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  

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  

240004 眼表面の腫瘍病変に対する 0.04％マイトマイシン C 点眼液治療 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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

240013 小児難治性免疫原性神経疾患に対するリツキシマブの有効性および

安全性に関する研究 

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  

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  

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  

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  

240031 再発または遠隔転移を有する頭頚部非扁平上皮癌患者を対象とした

Docetaxel+Cisplatin 併用療法（DC 療法）の第Ⅱ相臨床試験 

継続審査 承認  

240032 シトリン欠損症に対するピルビン酸ナトリウム治療に関する研究 

 

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 

240033 肺末梢小型病変に対する仮想気管支炎ナビゲーションおよびガイド

シース気管支腔内超音波断層法（EBUS-GS）併用経気管支診断にお

ける X 線透視の有無の無作為化試験 

継続審査 承認  

240033 肺末梢小型病変に対する仮想気管支炎ナビゲーションおよびガイド

シース気管支腔内超音波断層法（EBUS-GS）併用経気管支診断にお

ける X 線透視の有無の無作為化試験 

継続審査 承認  

240034 無症候性脳転移を有する非扁平上皮非小細胞肺癌に対する初回治療

としてのベバシズマブ＋シスプラチン＋ペメトレキセド併用療法の

第Ⅱ相試験 

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  

240036 肝葉切除を伴わない胆道癌切除例に対するゲムシタビンと TS-1 併

用療法による術後補助化学療法の第Ⅰ相試験（KHBO1202) 

継続審査 承認  

240037 関節リウマチの滑膜炎に対するトシリズマブの効果－超音波検査に

よる検討－ 

継続審査 承認  

240041 局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対する３－

Weekly CDDP を同時併用する術後補助化学放射線療法と Weekly 

CDDP を同時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダム化

第Ⅱ/Ⅲ相試験  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

240043 高齢者の大腿骨近位部骨折患者においてエドキサバンの投与日数が

静脈血栓塞栓症抑制効果および副作用に及ぼす影響に関する研究 

継続審査 承認  

240046 肝硬変患者に対する L-ｶﾙﾆﾁﾝ補充療法の意義  ‐潜在性肝性脳症

(MHE)患者の改善効果の探索研究‐ 

継続審査 承認  

240047 小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相お

よび第Ⅲ相臨床試験 ALL-B12 

継続審査 承認  

240049 再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的

有用性に関する研究 

継続審査 承認  

240050 切除可能膵癌に対する術前治療としての S-1 併用放射線療法とゲム

シタビン+S-1 併用療法のランダム化第Ⅱ相試験（JASPAC04） 

継続審査 承認  

240051 Borderline resectable 膵癌に対する術前 S-1 併用放射線療法の第Ⅱ相

試験（JASPAC05） 

継続審査 承認  

240052 膵癌術前化学療法としての Gemcitabine+S-1 療法（GS 療法）の第Ⅱ

/Ⅲ相臨床試験（Prep-02/JSAP－05） 

継続審査 承認  

240053 臨床病期 IB/Ⅱ/Ⅲ食道癌（T4 を除く）に対する術前 CF 療法/術前

DCF 療法 / 術前 CF-RT 療法の第Ⅲ相比較試験実施計画書

（JCOG1109；NExT study) 

継続審査 承認  

240054 StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6 または XELOX 療法における 5-FU 系抗がん剤およびｵｷ

ｻﾘﾌﾟﾗﾁ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  

240055 人工膝関節全置換術後の疼痛に対する非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系抗炎症薬の有効性

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 

240056 初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ療法

+放射線治療と、照射前大量ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ療法+ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ併用放射線治療

+ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ維持療法とのﾗﾝﾀﾞﾑ化比較試験 

継続審査 承認  

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 

継続審査 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 

継続審査 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 

継続審査 承認  

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

 

継続審査 承認  

250009 肝葉切除を伴う胆道癌切除例に対する Gemcitabine（GEM)または S-1

術後補助化学療法の無作為化第Ⅱ相試験（KHBO1208） 

継続審査 承認  

250010 経皮的冠動脈形成術（ PCI）における血管内光干渉断層法

（OFDI:Optival Frequency Domain Imaging）及血管内超音波診断法

（IVUS:Intravascular Ultrasound）の有用性に関する研究：OPINION

研究 

継続審査 承認  

250011 「経皮的冠動脈形成術（PCI）における血管内光干渉断層法

（OFDI:Optival Frequency Domain Imaging）及血管内超音波診断法

（IVUS:Intravascular Ultrasound）の有用性に関する研究：OPINION

研究」Imaging Study 付随研究 

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 

250013 デュタステリド（DUT)に抵抗性を示す前立腺肥大症症例を対象にク

ロルマジン酢酸エステル（CMA）にて治療にした際の有効性、安全

性を確認することを目的とする。 

継続審査 承認  

250016 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における初回治療ゲフィニチブ

奏功後の憎悪を対象としたペメトレキセド追加療法の第Ⅱ相試験 

 

継続審査 承認  

250017 心腎貧血症候群患者における赤血球造血刺激因子製剤による、心機

能改善効果に関する検討 

継続審査 承認  

250018 OAB 症状を有する前立腺肥大症患者に対するナフトピジルの有効

性に関する検討 

継続審査 承認  

250019 眼内血管新生病変に対する抗血管内皮増殖因子(VEGF)抗体治療に

関する研究 

継続審査 承認  

250020 （R-)CHOP 療法時の 5HT3 受容体拮抗薬（パロノセトロン）使用下

での悪心・嘔吐に関する臨床試験 

継続審査 承認  

250021 術前に血液凝固異常呈する患者に対する遺伝子組換えヒトトロンボ

モジュリン製剤の効果と安全性に関する研究 

継続審査 承認  

250022 StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての

TS-1+Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試

験（JACCROGC-07） 

継続審査 承認  

250023 進行性胆道癌としたゲムシタビン+シスプラチン併用療法（GC 療

法）とゲムシタビン+S-1 併用療法（GS 療法）の第Ⅲ相比較試験 

 

継続審査 承認  



平成 27 年 02 月 18 日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
32 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

250025 中等度以上のアレルギー性鼻炎患者における第 2 世代抗ヒスタミン

薬と鼻噴霧用ステロイド薬併用郡、第 2 世代抗ヒスタミン薬と抗ロ

イコトリエン薬併用群、第 2 世代抗ヒスタミン薬増量群の 3 群間の

治療効果比較に関する研究 

継続審査 承認  

250026 KRAS 野生型の大腸癌肝限局転移に対する mFOLFOX6＋ベバシズ

マブ療法と mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨

床試験 

継続審査 承認  

250027 KRAS 野生型の大腸癌肝限局転移に対する mFOLFOX6＋ベバシズ

マブ療法と mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨

床試験における治療感受性予測の探索的研究 

継続審査 承認  

250029 非小細胞肺癌外科的切除症例に対する Carboplatin+nab-paclitaxel 併

用療法による術後補助化学療法の忍容性試験 

継続審査 承認  

250030 高齢者進行性非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル単体療

法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療

法のランダム化比較第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

250031 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GO を用いた寛解後治療第

Ⅱ相臨床研究 JALSG APL212 

継続審査 承認  

250032 65 歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸による地固め療

法-第Ⅱ相臨床研究試験-JALSG ALP212G 

継続審査 承認  

250033 局所進行頭頚部扁平上皮癌に対する導入化学療法と放射線治療及び

セツキシマブ併用療法の第Ⅱ相試験(CSPOR-HN01) 

 

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 

250035 初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニ

ブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化

比較試験 JALSG CML212 Study 

継続審査 承認  

250038 慢性心不全患者におけるオルメサルタン投与による左室拡張機能改

善効果に関する検討 

継続審査 承認  

250039 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多施設臨床

試験 

継続審査 承認  

250040 高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対す

る 5-FU/1-LV 療法 vsFLTAX（5-FU/1-LV+PTX）療法のランダム化第

Ⅱ/Ⅲ相比較試験（JCOG1108/WJ0G7312G） 

継続審査 承認  

250041 転移性または進行性の肺原発肉腫様（多形、肉腫あるいは肉腫成分

を含む癌）における化学療法の有効性および安全性の検討：カルボ

プラチン/パクリタキセル/ベバシズマブ併用化学療法またはカルボ

プラチン/パクリタキセル併用療法の前向き研究（HOT1201） 

 

継続審査 承認  

250042 大腸癌に対する oxaliplatin 併用の術後補助化学療法終了後 6 か月以

降再発例を対象とした oxaliplatin based remimen の有効性を検討する

第Ⅱ相臨床試験 

継続審査 承認  

250044 切除不能な進行・再発大腸癌に対する 2 次治療としての XELIRI 

with/withoutBevacizumab 療法と FOLFIRI with/without BevacizumabI

療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化比較試験 

 

継続審査 承認  
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250045 再 発 ・ 転 移 頭 頚 部 扁 平 上 皮 癌 に 対 す る

Paclitaxel+Carboplatin+Cetuximab（ PCE）併用療法の第Ⅱ相試験

（CSPOR-HN02） 

継続審査 承認  

250046 Fluoropyrimidine,Oxaliplatin,Irinotecan を含む化学療法に不応または

不耐の KRAS 野生型進行・再発結腸・直腸癌に対する Regorafenib

と cetuximab の逐次投与と cetuximab と Regorafenib の逐次投与のラ

ンダム化第Ⅱ相試験（REVERCE） 

継続審査 承認  

250047 高流量酸素療法用気管切開コネクタによる術後気管切開患者に対す

る換気補助効果の検討 

継続審査 承認  

250048 転移性腎細胞癌例における分子標的薬治療後のインターロイキン 2

（IL-2)の有効性・安全性の検討 

継続審査 承認  

250049 根治切除胆道癌に対する術後補助療法としての S-1 療法の第Ⅲ相試

験（JCOG1202） 

継続審査 承認  

250050 化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期肺扁平皮癌に対する CBDCA+TS-1 併用療

法後の TS-1 維持療法の無作為化第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

250051 外科的処置のある感染症DICにおける有用な抗凝固療法の確立に関

する多施設共同研究 

継続審査 承認  

250052 ステント内新規動脈硬化病変を有する患者に対する積極的脂質改善

療法が動脈硬化進展や予後に与える効果に関する検討 

継続審査 承認  

250053 初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象と

したダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ

相試験（JALSG Ph（＋）ALL213） 

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 

250054 成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B細胞性急性リンパ性白

血病に対する多剤併用化学療法による臨床第Ⅱ相試験（JALSG 

Ph(-)B-ALL213） 

継続審査 承認  

250055 成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による臨床第Ⅱ相試

験（JALSG Burkitt-ALL213） 

継続審査 承認  

250057 腎癌患者を対象とした da Vinci サージカルシステム（DVSS）による

ロボット支援腹腔鏡下腎分部切除術の有効性および安全性に関する

多施設共同非盲検単群臨床試験 

 

継続審査 承認  

250058 造影 CT、拡散強調 MR 画像、FDG-PET による胸膜病変鑑別診断能

の比較に関する前向き検討 

継続審査 承認  

250059 成人 precursorT 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療

法による臨床第Ⅱ相試験（JALSG T-ALL213－O) 

継続審査 承認  

250060 高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に

関する臨床第Ⅲ相試験-検体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含

む-（JALSG MDS212) 

継続審査 承認  

250062 局所進行聴器癌に対する Docetaxel,Cisplatin, 5-fluorouracil 併用療法

による化学放射線同時併用療法の第Ⅰ相試験 

継続審査 承認  

250063 子宮頸癌に対する根治的放射線治療後に生じる不全骨折予防目的の

アレンドロン酸・ビタミン D 製剤の有用性に関する臨床試験 

継続審査 承認  

260001 慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果

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 

260002 軽度アルツハイマー病疾患、軽度認知症障害患者及び健常者におけ

る[11C]ケトプロフェンメチルエステル S 体の安全性評価と有効性

の探索 

継続審査 承認  

260003 胆道がんに対するゲムシタビンおよびシスプラチンを用いた化学療

法における経口補水を用いた short hydration の安全性の検討試験

(KHBO1302) 

継続審査 承認  

260005 局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対する CDDPの超選択的動注と放

射線同時併用療法の用量探索および有効性検証試験(JCOG1212) 

 

継続審査 承認  

260007 同種造血幹細胞移植後患者における 13 価肺炎球菌コンジュゲート

ワクチン複数回摂取の有効性および安全性の評価 

継続審査 承認  

260008 炭酸ガス経皮吸収による骨折肢への血流促進作用および安全性に関

する探索的臨床研究 

継続審査 承認  

260012 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタ

ラビン投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期

の微小残存病変の意義を検討する他施設共同シームレス第Ⅱ-Ⅲ相

臨床試験 AML-12 

継続審査 承認  

260013 SHEAR-STENT study 

 

継続審査 承認  

260014 非切除膵癌による胆道閉塞に対する全カバー付と一部カバー付ステ

ントの有用性を比較検討する多施設共同無作為化比較試験 

-Partially Coverd Metallic Stent vs Fully Covered Metallic Stent- 

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 

260015 化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対する L-OHP＋CPT11＋

5FU/L-LV 併用療法 modified rejimen(mFFX)の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

260018 BOTで治療中の 2型糖尿病患者におけるインスリングラルギンの用

量調節に関する研究 

継続審査 承認  

260019 化学療法及び化学放射線療法に伴う口内炎に対するイブプロフェン

含嗽剤の安全性と有効性を検討する非盲検非対照第Ⅰ/Ⅱ相試験 

 

継続審査 承認  

260020 手術後残存腫瘍のある WHO GradⅡ星細胞腫に対する放射線単独治

療とテモゾロミド併用放射線療法を比較するランダム化第Ⅲ相試験 

 

継続審査 承認  

260021 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)化学放

射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射

線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

260022 消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)を対象と

したエトポシド/シスプラチン(EP)療法とイリノテカン/シスプラチ

ン(IP)療法のランダム化比較試験(JCOG1213) 

継続審査 承認  

260023 Borderline resectable膵癌に対する術前化学療法としてのFIRINOX療

法の安全性と有効性を確認する pilot 試験 

継続審査 承認  

260024 切除不能胆道癌に対する GEM/CDDP/S-1 と GEM/CDDP を比較する

ランダム化第Ⅲ相試験(KHBO1401) 

継続審査 承認  

260026 保存期慢性腎不全患者における炭酸ランタンの FGF23 に対する影

響 

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 

260027 切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン＋5-FU）療

法と bDCF（biweekly ドセタキセル＋CF）療法のランダム化第Ⅲ相

比較試験(JCOG1314) 

継続審査 承認  

260028 抗 EGFR抗体薬セツキシマブ投与歴のある KRAS 遺伝子野生型の切

除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるセツキシマブ再

投与の第Ⅱ相試験(JACCRO CC-08) 

継続審査 承認  

260031 切除不能悪性腫瘍による胃通過障害に対する消化管ステント留置の

有用性をカバーの有無により比較検討する多施設共同無作為化比較

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 

240013 小児難治性免疫原性神経疾患に対するリツキシマブの有効

性および安全性に関する研究 

分担医師追加・削除 承認済み  

240050 切除可能膵癌に対する術前治療としての S-1 併用放射線療

法とゲムシタビン+S-1 併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

（JASPAC04） 

実施期間延長 承認済み  

250033 局所進行頭頚部平上皮癌に対する導入化学療法と放射線治

療及びセツキシマブ併用療法の第Ⅱ相試験(CSPOR-HN01) 

分担医師追加・削除 承認済み  

260005 局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対する CDDP の超選択的

動注と放射線同時併用療法の用量探索および有効性検証試

験(JCOG1212) 

分担医師追加・削除 承認済み  
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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 

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 
終了報告 

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 終了報告 

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 

 

終了報告 

220017 尾側膵切除術における術前 EPS の有用性に関する研究 終了報告 

220022 

膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンと S-1 の併用療法（GS 療法）

をゲムシタビン単独療法と比較する術後補助化学療法のランダム化第

Ⅲ相試験 

終了報告 

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 
終了報告 

220034 

JGOG3018「プラチナ抵抗性再発・再燃 Mullerian carcinoma（上皮性卵

巣癌・原発性卵管癌・腹膜癌）におけるリポゾーム化ドキソルビジン

（PLD)50mg/㎡に対する PLD40mg/㎡のランダム化第Ⅲ相比較試験」 

終了報告 

230015 
直接トロンビン阻害剤プラザキサ投与患者における消化管障害の程度

評価：前向き検討 
終了報告 

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 
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 

・ 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 

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） 
終了報告 

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 

終了報告 

250015 
アルツハイマー型認知症におけるリバスチグミンの忍容性と反応性に

関する検討 
終了報告 

250018 
OAB 症状を有する前立腺肥大症患者に対するナフトピジルの有効性に

関する検討 
終了報告 

250034 
PITT0908 筋ジストロフィーに対するコエンザイム Q10 及びリシノプリ

ルに関する試験 
終了報告 

250056 
イマニチブで分子遺伝子学的完全寛解を 2 年間以上維持した慢性期の

慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験（JALSG-STIM213） 
終了報告 


