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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 28 年 03 月 16 日（水） 9:00  ～  11:10  

２． 場所：第 1 会議室 

出席委員：南 博信、西村 善博、中村 誠、小川 渉、飯島 一誠、眞庭 謙昌、戸田 達史、平井 みどり、池上 峰子、高橋 雅人、 

松井 伸之、曽和 理重子、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 

 なし    

 

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 

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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

その他 

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  

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  

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 

 

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  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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 

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 

措置報告 

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 当該治験薬で発生した副作用 

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  

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  
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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  

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  

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  

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  

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 

年次報告 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 

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 

措置報告 

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  

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  

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 

 

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 

 

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 

 

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 

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〕 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150025 
ノバルティス ファーマ株式会社による第 I 相臨床試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150028 
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

患者を対象とした QGE031 の第 II 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150029 

未治療の進行性又は転移性腎細胞がん患者を対象に，ニボルマブ

とイピリムマブの併用療法とスニチニブの単剤療法を比較する無

作為化非盲検第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  

150030 
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を除く

内因性クッシング症候群患者を対象とした LCI699 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 

150036 
リウマチ患者を対象とした ASP015K 継続投与試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150038 
ノバルティス ファーマ株式会社による第 I 相臨床試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150045 

アストラゼネカ株式会社の依頼による再発性又は転移性頭頸部扁

平上皮癌患者を対象とした MEDI4736 及び Tremelimumab の第 III

相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150047 
持続型喘息の患者を対象とした dupilumab の第 III 相試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150050 
リウマチ患者を対象とした ASP015K 継続投与試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150051 
ブリストル・マイヤーズ株式会社依頼による BMS-663513 の第 1

相臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150053 
ONO-1162 第 III 相試験 慢性心不全に対するプラセボを対照とし

た多施設共同二重盲検無作為化並行群間比較試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150061 
結節性硬化症に伴う皮膚病変を対象とした NPC-12G 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  

150062 
結節性硬化症に伴う皮膚病変を対象とした NPC-12G の長期投与試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150064 
大動脈弁疾患患者における 17mm の MDT-2215 大動脈用生体弁の

安全性及び有効性を評価する多施設共同、非無作為化試験 

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 

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 

その他資料 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 

実施計画書、治験薬概要書、 

監査計画書、その他手順書 

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 

実施計画書、同意説明文書 承認  

120072 MSD(株)の依頼による第Ⅱ／Ⅲ相試験 実施計画書、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 

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） 

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 

同意説明文書 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 

同意説明文書 承認  

140051 門脈血栓症患者を対象とした NPB-06 の第Ⅲ相試験 実施計画書 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 

治験薬概要書 承認  

150025 ノバルティス ファーマ株式会社による第 I 相臨床試験 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 

150029 

未治療の進行性又は転移性腎細胞がん患者を対象に，ニボ

ルマブとイピリムマブの併用療法とスニチニブの単剤療法

を比較する無作為化非盲検第Ⅲ相試験 

同意説明文書 承認  

150038 
ノバルティス ファーマ株式会社による第 I 相臨床試験 治験薬概要書、同意説明文書 

 

承認  

150044 
HER2 陽性再発転移の唾液腺癌に対するトラスツズマブ及

びドセタキセルの併用薬物療法第 II 相試験 

実施計画書 承認  

150046 
ｱﾋﾞﾗﾃﾛﾝ酢酸エステル（ザイティガ®錠）の初回 CAB 療法中

に再燃した CRPC 患者に対する製造販売後臨床試験 

同意説明文書 承認  

150047 持続型喘息の患者を対象とした dupilumab の第 III 相試験 その他手順書 承認  

150051 
ブリストル・マイヤーズ株式会社依頼による BMS-663513

の第 1 相臨床試験 

同意説明文書 承認  

150057 

掌蹠膿疱症患者を対象とした CNTO 1959 の有効性及び安全

性を評価する多施設共同，ランダム化，二重盲検，プラセ

ボ対照，第 III 相試験 

被験者募集 承認  

150065 

難治性骨折（偽関節）患者を対象とした MB-001 と IK-02 を

用いた自家末梢血 CD34 陽性細胞移植による骨・血管再生療

法に関する医師主導治験 

被験者募集 承認  

150065 

難治性骨折（偽関節）患者を対象とした MB-001 と IK-02 を

用いた自家末梢血 CD34 陽性細胞移植による骨・血管再生療

法に関する医師主導治験 

実施計画書 承認  

 



平成 28 年 03 月 16 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

9

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 

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 

2014/10/8 実施分 承認  

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) 

2016/2/9 実施分 承認  

150044 
HER2 陽性再発転移の唾液腺癌に対するトラスツズマブ及

びドセタキセルの併用薬物療法第 II 相試験 

2016/2/12 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 

 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 

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 分担医師追加・削除 承認済み  

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

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 

期間延長 承認済み  

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〕 

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 

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 
終了報告 

140051 門脈血栓症患者を対象とした NPB-06 の第 相試験 終了報告 

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 
終了報告 

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 相臨床試験） 

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 

270029 再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫 stageIII/IV に対する DexICE 治

療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第 II 相臨床試験

ALB-R13 

新規申請 承認  

270034 ISLAND-SFA study 新規申請 修正の上で承認 実施計画書・同意説明文書

には指示事項をふまえて

修正すること 

270035 OCEAN-SFA study 新規申請 修正の上で承認 実施計画書・同意説明文書

には指示事項をふまえて

修正すること 

270036 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の治療効果

に関する多施設無作為化臨床研究 

新規申請 修正の上で承認 実施計画書・同意説明文書

には指示事項をふまえて

必要に応じて修正するこ

と 

270037 安定冠動脈疾患患者におけるアルチマスター・シロリムス溶出性ステ

ント留置後の急性期および慢性期の血管反応に関する多施設共同オー

プン試験 

新規申請 修正の上で承認 実施計画書・同意説明文書

には指示事項をふまえて

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 

160013 ALCL(未分化大細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫）99 治療研究 同意説明文書 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 

 

実施計画書、同意説明文書、

実施期間延長 

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 

実施計画書、同意説明文書 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 

実施計画書 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) 

実施計画書 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 

実施計画書、同意説明文書 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 

実施計画書 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 

 

実施計画書、同意説明文書、

期間延長 

承認  

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。 

実施計画書、同意説明文書 承認  

250022 Stage Ⅲ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） 

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 

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） 

実施計画書、同意説明文書 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 

実施計画書、同意説明文書 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

チン複数回接種の有効性および安全性の評価 

実施計画書、同意説明文書 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 

実施計画書 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 

同意説明文書 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) 

責任医師交代、分担医師変

更 

承認  

260025 慢性心不全に対する、下肢陽圧負荷心エコー図検査による予後予測効果

に関する検討 

実施計画書 承認  

260034 小児急性前骨髄球白血病に対する多施設共同第 II 相臨床試験 

 

実施計画書、同意説明文書 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) 

実施計画書、同意説明文書 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 

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 

実施計画書、実施計画書別

紙 3 

承認  

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） 

実施計画書、同意説明文書 承認  

270018 EGFR-TKI 獲得耐性後の EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者におけ

るアファチニブとベバシズマブ併用療法の単群第Ⅱ相試験 

実施計画書 承認  

270031 小麦アレルギー患者における抗 IgE 長期療法の有効性の検討に関する多

施設共同研究 

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 

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  

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  

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  

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  

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 

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 

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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

の増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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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  

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  

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  

260016 小児期発症難治性ステロイド抗体性ネフローゼ症候群を対象としたリツキ

シマブ+ステロイドパルス療法の多施設共同単群臨床試験 

継続審査 承認  

260025 慢性心不全に対する、下肢陽圧負荷心エコー図検査による予後予測効果に関

する検討 

継続審査 承認  

260029 低用量 BCG 膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関する

ランダム化比較試験 

継続審査 承認  

260034 小児急性前骨髄球白血病に対する多施設共同第 II 相臨床試験 

 

継続審査 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 

継続審査 承認  

270001 機能性疼痛障害患者における自発性脳活動ネットワークの可塑的変化に関

する検討 

継続審査 承認  

270007 小腸瘻造設児に対する経口 NaCl 投与のプロトコールの有効性と安全性を評

価する臨床試験 

継続審査 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) 

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 

270021 非小細胞肺癌手術適応症例に対する周術期 hANP 投与の多施設共同ランダ

ム化第 II 相比較試験 

継続審査 承認  

270025 小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET 検査による初期治療反応性判定

を用いた治療法の効果を確認する第 II 相試験 HL-14 

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 

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 
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 臨床研究課題名 内容 

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) 

終了報告 

190024 Sepsis に対する免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤の有効性検討 終了報告 

200012 
Sepsis 由来 DIC におけるアンストロビン P の AMADTS13 に対する影響

の検討 
終了報告 

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 

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 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

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 

終了報告 

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) 
終了報告 

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 終了報告 

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－ 
終了報告 

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８

mg への用量変更に伴う有効性と安全性の比較検討 
終了報告 

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 
終了報告 

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

250043 
神経筋疾患の診断における高密度表面筋電図検査の有用性に関する研

究 
終了報告 

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） 
終了報告 
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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 


