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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 29年 12月 20日（水）9:00  ～  10:30  

２． 場所：第一会議室 

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、佐々木 良平、伊藤 智雄、呉本 絢子、平井 みどり、渡辺 洋、

松井 伸之、玉田 和大、田倉 裕美、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 

170024 エーザイ株式会社による腎細胞癌を対象とした E7080，MK-3475

の第 3相試験 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を

指示通り修正 

170025 HER2 陰性転移性乳癌に対するニボルマブ+ベバシズマブ+パクリ

タキセル併用療法の第 II相試験 

新規申請 承認  

170026 MSD株式会社の依頼による胃腺癌及び食道胃接合部腺癌を対象と

した MK-3475の第Ⅲ相試験 

新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を

指示通り修正 

170027 アステラス製薬依頼の前期第Ⅱ相試験 新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を

指示通り修正 

170028 アステラス製薬依頼の前期第Ⅱ相試験 新規申請 修正の上で承認 同意説明文書を

指示通り修正 

170029 中等度から重度の慢性局面型乾癬に対する維持投与における

risankizumab の安全性及び有効性を評価する多施設共同，非盲検試

験（LIMMITLESS 試験） 

新規申請 承認  
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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 

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 

その他 

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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  

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  

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  

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  

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  

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  
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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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

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) 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

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  

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  

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  

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  

150050 
リウマチ患者を対象とした ASP015K継続投与試験 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  

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  

150052 
DS-5141b 第 I/II相試験 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 

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  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

150059 エーザイ株式会社の依頼による BAN2401 の第 II相試験 定期報告 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  

150067 
アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社の依頼による

高コレステロール血症患者を対象とした AMG145 の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

その他 

承認  

160004 

再発性又は転移性頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした一次治療に

おけるMEDI4736単剤療法及び Tremelimumabとの併用療法を標準

治療と比較する第Ⅲ相無作為化非盲検国際多施設共同試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160005 
小野薬品工業株式会社の依頼による膠芽腫を対象とした

ONO-4538（ニボルマブ）の第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  

160006 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538の第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

160008 
Pearl Therapeutics, Inc.の依頼による COPD を対象とした PT010、

PT003、PT009および Symbicort® Turbuhaler®の第 III相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160010 
日本新薬株式会社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 NS-304（セレキシパグ）の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

その他 

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 

160012 
ノバルティスファーマ株式会社主導による pasireotide 継続投与の

ためのロールオーバー試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160013 
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患者を

対象とした LCI699 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160015 

標準治療後の再発又は治療抵抗性の低悪性度 B 細胞性非ホジキン

リンパ腫の日本人患者を対象とした copanlisib の非盲検、非対照、

第 Ib/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  

160017 

メトトレキサート（MTX）の使用経験のない中等症から重症の活

動性関節リウマチ患者における ABT-494 の 1 日 1 回投与による単

独療法と MTX 単独療法との第 III相無作為化二重盲検比較試験 

 

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  

160018 
小野薬品工業株式会社の依頼による頭頸部がん患者を対象とした

ニボルマブ及びイピリムマブの第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  

160019 
中等症～重症の慢性局面型乾癬日本人患者を対象としたBI 655066

（risankizumab）とプラセボの比較試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160022 
転移性ホルモン感受性前立腺癌患者を対象としたODM-201のプラ

セボ対照第 III相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

160024 

A Phase 2b Open-Label Single Arm Study to Evaluate the Efficacy and 

Safety of Oral HBI-8000 in Patients with Relapsed or Refractory 

Peripheral T-cell Lymphoma (PTCL) 再発又は難治性末梢性 T 細胞リ

ンパ腫（PTCL）患者を対象とした HBI-8000 経口投与の有効性及

び安全性を評価する第 2b相非盲検単一群試験 

当該治験薬で発生した副作用 

その他 

承認  



平成 29年 12月 20日 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 
6 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

160025 
ブリストル・マイヤーズ  スクイブ株式会社の依頼による

BMS-986165の第Ⅱ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170001 早期アルツハイマー病患者を対象とした E2609 の第Ⅲ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

170002 

（ユーシービージャパン株式会社の依頼による）日本人乾癬患者

を対象としたセルトリズマブ ペゴル（CDP870）の第Ⅱ/Ⅲ相試験

日本人の中等度から重度の慢性乾癬患者に対する セルトリズマ

ブ ペゴルの有効性と安全性を検討する 多施設共同、無作為化、

二重盲検、 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170003 
ファイザー株式会社の依頼による頭頸部癌を対象としたアベルマ

ブの第Ⅲ相臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170004 
Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とし

た dupilumab の後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170005 
Pearl Therapeutics, Inc.の依頼による COPD を対象とした PT010、

PT003、PT009および Symbicort® Turbuhaler®の第 III相継続試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170006 
ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼による関節リウマチ患者

を対象とした Filgotinib の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170007 
ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼による関節リウマチ患者

を対象とした Filgotinib の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170009 
結合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧症患者を対象としたバルドキ

ソロンメチルの有効性及び安全性を検討する試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170010 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による固形がん

患者を対象とした BMS-986015 の第Ⅰ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

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 

170011 
食道がん患者を対象としたニボルマブとイピリムマブの第 III相試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170012 

EPS インターナショナル株式会社（治験国内管理人）の依頼によ

る小児成長ホルモン分泌不全性低身長症患者を対象とした

MOD-4023 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  

170014 
クリニペース株式会社の依頼による非小細胞肺癌を対象とした

MEDI4736 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170015 

視力障害を伴う糖尿病黄斑浮腫を有する患者を対象に，日本の通

常診療で行われるラニビズマブ 0.5 mg 硝子体内注射を開始した

その後の治療の有効性及び安全性を検討する 24 か月の第 IV 相，

非遮蔽，単群，多施設共同，前向き観察研究（MERCURY 研究） 

当院で発生した重篤な有害事象 

 

承認  

170017 
大塚製薬の依頼による，抗利尿ホルモン不適合分泌症候群におけ

る低ナトリウム血症患者を対象としたトルバプタンの第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

研究報告 

承認  

170018 高血圧疾患に対する PRDS-001検証試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

170019 

日本人の治療抵抗性うつ病患者を対象に，固定用量の esketamine

を鼻腔内投与したときの有効性，安全性及び忍容性を検討するラ

ンダム化，二重盲検，多施設共同，プラセボ対照試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170020 

進行胃癌患者を対象とした審査腹腔鏡検査時における SPP-005 を

用いた光線力学診断の有効性及び安全性を検討する多施設共同試

験（検証試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

170021 
武田薬品工業株式会社の依頼による日本人進行性腎細胞癌患者を

対象とした Cabozantinib の第 2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 

170023 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  

 

 

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 

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 

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 

治験薬概要書 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 

同意説明文書 承認  

130103 ファイザー株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 治験薬概要書 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  

150036 リウマチ患者を対象とした ASP015K継続投与試験 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 治験薬概要書 承認  

150050 リウマチ患者を対象とした ASP015K継続投与試験 同意説明文書 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 

 

実施計画書、同意説明文書 承認  

160007 
アステラス・アムジェン・バイオファーマによる第Ⅰb/Ⅱ相臨床試験 

 

実施計画書、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 

160015 

標準治療後の再発又は治療抵抗性の低悪性度 B 細胞性非ホジキンリ

ンパ腫の日本人患者を対象とした copanlisib の非盲検、非対照、第 Ib/

Ⅱ相臨床試験 

治験薬概要書 承認  

160024 

A Phase 2b Open-Label Single Arm Study to Evaluate the Efficacy and 

Safety of Oral HBI-8000 in Patients with Relapsed or Refractory Peripheral 

T-cell Lymphoma (PTCL) 再発又は難治性末梢性 T 細胞リンパ腫

（PTCL）患者を対象とした HBI-8000経口投与の有効性及び安全性を

評価する第 2b相非盲検単一群試験 

その他 承認  

170001 早期アルツハイマー病患者を対象とした E2609 の第Ⅲ相試験 同意説明文書 承認  

170004 
Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumab の後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験 

治験薬概要書 承認  

170006 
ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした Filgotinib の第 III相試験 

その他 承認  

170010 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による固形がん患

者を対象とした BMS-986015 の第Ⅰ相試験 

同意説明文書 承認  

170017 
大塚製薬の依頼による，抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低

ナトリウム血症患者を対象としたトルバプタンの第Ⅲ相試験 

実施計画書、治験薬概要書、同

意説明文書 

承認  

170020 

進行胃癌患者を対象とした審査腹腔鏡検査時における SPP-005 を用

いた光線力学診断の有効性及び安全性を検討する多施設共同試験（検

証試験） 

実施計画書、同意説明文書 承認  

170023 ファイザー株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 治験薬概要書 承認  
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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 

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) 

2017 年 10月 31日 

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 
2017 年 11月 9日、11月 10日 

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 

170018 高血圧疾患に対する PRDS-001検証試験 分担医師追加・削除 承認 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 

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 終了報告 

150068 ノバルティス ファーマ株式会社による第 I相臨床試験 終了報告 

 

 

４． その他 

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 


