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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 05 月 20 日（水） 9:00  ～  11:15  

２． 場所：第一会議室 

出席委員：中村 誠、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 

150014 血管新生緑内障を有する日本人患者を対象としたアフリベルセプトの硝

子体内投与による有効性、安全性及び忍容性を検討する無作為化二重遮蔽

比較対照第Ⅲ相試験 

新規申請 承認  

150015 塩野義製薬株式会社の依頼による食道癌患者を対象とした S-588410 の第

3 相臨床試験 

新規申請 承認  

150016 メトトレキサートに対して効果不十分な活動性関節リウマチ患者を対象

としたアバタセプトのメトトレキサート併用療法とメトトレキサート単

独療法の有効性及び安全性を検討する多施設共同ランダム化二重盲検試

験（第Ⅳ相臨床試験） 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書には

指示事項を修正す

ること 

150017 軽度認知障害患者に対するシロスタゾール療法の臨床効果ならびに 安全

性に関する医師主導治験 COMCID(TRINEU1321) 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書には

指示事項を修正す

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  

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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

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  

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  

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 

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  

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  

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 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 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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 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  

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

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  

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  

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  

140033 ギラン・バレー症候群を対象とした GB-0998 の第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  

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  

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  
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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  

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 

 

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  

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 

定期報告 

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  

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） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150001 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社によるステント留置を

伴う経皮的冠動脈インターベンション後の非弁膜症性心房細動患

者を対象としたダビガトランエテキシラートの第Ⅲb 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 

150001 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社によるステント留置を

伴う経皮的冠動脈インターベンション後の非弁膜症性心房細動患

者を対象としたダビガトランエテキシラートの第Ⅲb 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150002 
早期パーキンソン病の治療における、TVP-1012(1mg)の第 3 相試験 当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

150003 
早期パーキンソン病の治療における、TVP-1012(1mg)の第 3 相継続

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  

150004 
レ ボ ド パ 併 用 下 の パ ー キ ン ソ ン 病 の 治 療 に お け る 、

TVP-1012(0.5mg 又は 1mg)の第 2/3 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

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 

定期報告 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 

定期報告 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 

定期報告 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 定期報告 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 

使用上の注意改訂のお知らせ 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 

使用上の注意改訂のお知らせ 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― 

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 

130063 
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― 

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 

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 

治験実施計画書 

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 
治験実施計画書 

承認  

120072 

MSD(株)の依頼による第Ⅱ／Ⅲ相試験 併用禁止薬に関する資料 

治験実施計画書、同意説明文書 

同意説明文書の補助資料 小冊子 

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 
治験薬概要書 

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 

説明文書、同意文書 

治験薬概要書 

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 

説明文書、同意文書 

治験薬概要書 

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― 
治験実施計画書 

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 

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 

実施計画書 

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 治験実施計画書 

治験実施計画書別紙 

同意説明文書 

被験者の募集の手順 

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 治験実施計画書 

治験実施計画書別紙 

同意説明文書 

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） 

治験薬概要書 

同意説明文書 

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 
治験実施計画書付録 

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 

治験実施計画書 

治験薬概要書 

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 

治験実施計画書 

説明文書、同意書 

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 

治験実施計画書 

被験者募集 

 

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 

140070 

ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による成人成長ホルモン分泌不全

症患者を対象とした NNC0195-0092 の第Ⅲ相試験 

同意説明文書 

治験実施計画書 

治験薬概要書 

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 

説明文書・同意文書 

承認  

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） 

被験者への支払い・予定される治

験費用について 

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 

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） 

逸脱に関する内容 

 

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 

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 

モニタリング実施日：2015 年 4 月 7 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 

 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 

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 

症例数追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

症例数追加・削除 承認済み  

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） 

分担医師追加・削除 承認済み  

120048 ノバルティスファーマ(株)の依頼による第Ⅰ相試験 分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

130004 (株)メディコンの依頼による MD02-LDCB の多施設共同試験 分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

分担医師追加・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  

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 

分担医師追加・削除、治験協力者（業

務内容変更） 

承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

130077 千寿製薬株式会社の依頼による SJE-2079 の第Ⅱ相試験 分担医師追加・削除 承認済み  

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 分担医師追加・削除 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 分担医師追加・削除 承認済み  

140003 塩野義製薬株式会社の依頼による S-588410 の第 2 相試験 分担医師追加・削除 承認済み  

140003 塩野義製薬株式会社の依頼による S-588410 の第 2 相試験 分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・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 分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

症例数追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 承認済み  

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 

分担医師追加・削除 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 

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 
終了報告 

130059 エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 終了報告 

130060 エーザイ(株)の依頼による第 I 相試験 終了報告 

140001 骨髄線維症の患者を対象とした INC424 の臨床試験 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 

270009 健常成人志願者を対象とした 123I-イオフルパン-SPECT の健常成人データの収集

に関する多施設共同研究 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書には

指示事項を修正す

ること 

270010 遺伝性出血性末梢血管拡張症（Hereditary hemmorrhagic teleangiectasia:通称オスラー

病 Osler's disease）に伴う鼻出血に対するエストリオール軟膏の有用性の研究 

新規申請 修正の上で承認 実施計画書には指

示事項を修正する

こと 

270011 光干渉断層法による薬剤溶出性ステント(DES)留置後ステント内血栓の頻度およ

び患者予後の検討 Regulated Optical coherence tomography Follow-ups for Thrombus 

Evaluation-01 (ROUTE-01) study 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書には

指示事項を修正す

ること 

270012 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン

単剤療法に関する臨床研究 Atrial Fibrillation and Ischemic events with Rivaroxaban in 

patiEnts with stable coronary artery disease Study 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書には

指示事項を修正す

ること 

270014 未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治療

効果の意義を問う第 II 相試験（CUPNGS） 

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 

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 CYP2D

６遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究 

分担医師削除 

実施計画書、同意説明文書 

承認  



平成 27 年 05 月 20 日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
14 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

 

実施計画書 

同意説明文書 

研究分担医師の削除 

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 

実施計画書 

同意説明文書 

研究分担医師の削除 

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 

 

試験期間延長 

分担医師削除 

実施計画書 

同意説明文書 

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 

 

試験期間延長 

分担医師削除 

実施計画書 

同意説明文書 

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 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

180025 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究 分担医師追加・削除   
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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 

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 

分担医師追加・削除   

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 

実施計画書別紙   

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 

実施計画書別紙   

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－ 

試験期間延長   

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 

分担医師追加・削除   

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 

実施計画書別紙   

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) 

症例数追加・削除、分担医師追

加・削除 

  

 

報告事項：終了（中止）報告 

 

 

 

 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

 なし  
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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 


