
平成 27 年 04 月 15 日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
1 

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 04 月 15 日（水）09:00 ～ 10:15  

２． 場所：第 1 会議室 

出席委員：西村 善博、南 博信、小川 渉、飯島 一誠、眞庭 謙昌、伊藤 智雄、平井 みどり、池上 峰子、加藤 憲治、 

佐々木 光明、松井 伸之、楞野 哲也、曽和 理重子、岩崎 周子、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 

150009 パーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症患者を対象とした AD-810N

の検証的試験〔第 3 相試験〕 

新規申請 修正の上で承

認 

同意説明文書には指示

事項について記載する

こと 

150010 非転移性（M0）去勢抵抗性前立腺癌男性患者を対象とした，ARN-509 の

多施設，ランダム化，二重盲検，プラセボ対照，第 3 相試験  A Multicenter, 

Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Study of ARN-509 in 

Men with Non-Metastatic (M0) Castration-Resistant Prostate Cancer 

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 

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  
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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） 

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  

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  

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  

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） 

当院で発生した重篤な有害事象 

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  

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 

 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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 当院で発生した重篤な有害事象 

 

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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  

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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

 

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  

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 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

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  

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 

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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 承認  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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 

定期報告 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 

定期報告 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 定期報告 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 

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 

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 定期報告 承認  

140016 協和発酵キリン株式会社による第Ⅲ相臨床試験 定期報告 承認  

140062 
アリセプトのレビー小体型認知症（DLB）を対象とした製造販売

後臨床試験 

定期報告 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 

その他 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 

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 

添付文書作成 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 

実施計画書、治験薬概要書、 

同意説明文書 

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 

同意説明文書 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 

治験薬概要書、同意説明文書 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 

治験薬概要書 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 

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 

120043 エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 添付文書作成 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 治験薬概要書、同意説明文書 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 

患者さん向け情報 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 

治験薬概要書、同意説明文書 承認  

130059 エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 治験薬概要書 承認  

130060 エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 治験薬概要書 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 

実施計画書、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、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 実施計画書、同意説明文書 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 

実施計画書 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、治験薬概要書 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 

治験薬概要書 承認  

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 実施計画書 承認  

 

 



平成 27 年 04 月 15 日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
8 

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 

2015 年 1 月 23 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 

2015 年 2 月 2 日-2 月 3 日実施分 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 

2015 年 2 月 25 日実施分 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 

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 

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 

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 

期間延長 承認済み  

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

 

症例数追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

実施計画書別紙、契約期間の延長 承認済み  

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 

症例数追加 承認済み  

130103 ファイザー株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 症例数追加・削除 承認済み  

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 目標とする被験者数 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 分担医師追加・削除 承認済み  

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 

症例数追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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） 

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 試験課題名 内容 

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 
終了報告 

130069 
KPS-0373 の脊髄小脳変性症患者を対象とした第Ⅲ相検証試

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 

270004 電波を用いたマンモグラフィの有効性と安全性に関する研究 新規申請 修正の上で承認 実施計画書、同意

説明文書を指示事

項のとおり修正す

ること 

270006 縦隔リンパ節転移を有する IIIA 期非扁平上皮非小細胞肺癌に対する術前導入療法

としての Cisplatin（CDDP）+ Pemetrexed（PEM）+ Bevacizumab（BEV） 併用療法

もしくは、CDDP + PEM + 同時胸部放射線照射（４５Gy）後の手術のランダム化

比較第 II 相試験 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を指

示事項のとおり修

正すること 

270007 小腸瘻造設児に対する経口 NaCl 投与の臨床試験 新規申請 承認  

270008 既治療進行・再発非小細胞肺癌に対する weekly nab-PTX＋GEM 併用療法 第 II

相試験(KURM 004) 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を指

示事項のとおり修

正すること 
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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 

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  

250008 進行性前立腺癌に対するデガレリクス酢酸塩（ゴナックス）による

治療効果と安全性の検討 

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 

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 

期間延長 承認済み  
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報告事項：終了（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 

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 
終了報告 

230035 
サイトメガロウイルス眼感染症に対するガンシクロビ

ル点眼の評価 
終了報告 

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 

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－ 

終了報告 


