
平成２１年度 第４回 東邦大学医療センター大橋病院治験審査委

員会 

会議記録の概要 

開催日時 

開催場所 

2009 年７月２２日（水） 15：00～16：10 

東邦大学医療センター大橋病院 管理棟 ４階会議室 

出席委員名 杉薫、向井秀樹、根本博、青木和哉、清水教一、赤羽悟美、中山珠美、浅山亨、加藤

裕芳、平良一夫、相原淳宏、板津直孚、吉田昌史 

議題及び審議

結果を含む主

な議論の内容 

【審議事項】 

Ⅰ．継続中 

議題１ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙの脳梗塞患者を対象とした第Ⅳ相試験 （大塚製薬） 

・  当該試験薬の国内外の重篤な有害事象、および副作用情報の集積に関する報

告について治験責任医師の見解に基づき治験継続の妥当性について審議した。 

   審議結果：承認 

 

議題２ BAY59-7939 の非弁膜性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験 （ﾊﾞｲｴﾙ薬

品） 

・  当該治験薬の国内外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づ

き治 

験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

・  治験期間が 1年を超えるため、実施状況報告およびその報告に基づき治験継続

の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題３ SA-001 の慢性膵炎非代謝期又は膵切除による膵外分泌機能不全患者を 

対象とした第Ⅲ相比較試験・長期試験（ｿﾙﾍﾞｲ製薬） 

・ 当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき治験

継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

SA-001 の慢性膵炎非代謝期又は膵切除による膵外分泌機能不全患者を 

対象とした第Ⅲ相比較試験（ソルベイ製

薬） 

・  治験期間が 1年を超えるため、実施状況報告およびその報告に基づき治験継続



の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

 

議題４ BMS-562247 の非弁膜症性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験 

（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ） 

・ 当院で発生した重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき治験継続

の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

・  当該治験薬の国内外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づ

き治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題５ SK&F-105517-Dの慢性心不全患者を対象とした第Ⅰ/Ⅱ 相試験 

（ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ） 

・  当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題６ S-4661 の重症・難治性感染症患者を対象とした第Ⅲ相試験 （塩野義製薬） 

・  当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

 議題７ MK-3009のＭＲＳＡによる皮膚・軟部組織感染症、敗血症および 

右心系感染性心内膜炎の患者を対象とした第Ⅲ相試験 （萬有製

薬） 

・ 当該治験薬の国内外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき治

験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題８ CDP870の活動性関節リウマチ患者を対象とした第Ⅱ／Ⅲ相、Ⅲ相試験 

長期継続試験（大塚製薬） 

・ 被験者登録促進のための被験者募集用ポスター・リーフレットについて審議し

た。 



審議結果：連絡先を明記するという条件付で承認 

・  当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題９ SR25990Cの経皮的冠動脈形成術が適用される 

安定狭心症/陳旧性心筋梗塞患者を対象とした第Ⅲ相試験（ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ） 

・ 誤記修正、解析方法の修正、組織変更、人事異動などによる、実施計画書・別紙

の変更について、治験継続の妥当性を審議した。 

 審議結果：承認 

 

・  当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

  

議題１０ SR25990Cの末梢動脈疾患患者を対象とした第Ⅲ相試験（ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ） 

・  当該治験薬の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１１ DU-176ｂの心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験 (第一三共) 

・ 当該治験の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき治験継

続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１２ GJVI04-LM のネイティブ自己冠動脈 de novo 病変患者を対象とした 

１～５年経過観察試験(ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

・ 当該治験の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき治験継

続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１３ TRE-956 のネイティブ冠動脈に形成された狭窄性の新規病変による 

虚血性心疾患患者を対象とした薬物動態試験(ﾃﾙ

ﾓ) 

・ 当該治験機器の海外の重篤な有害事象（続報）について、治験責任医師の見解に

基づき治験継続の妥当性について審議した。 



審議結果：承認 

・ 治験期間が２年を超えるため、実施状況報告（2回目報告）およびその報告に基

づき治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１４ BS107 の最大２つの新規自己冠動脈動脈硬化性病変患者を対象とした 

機器試験 (ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

・  当該治験機器の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づき

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１５ MDT-410７のﾈｲﾃｨﾌﾞ冠動脈に生じた狭窄病変に起因する 

虚血性心疾患患者を対象とした機器治験    (日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯ

ｸ)  

・  当該治験機器の海外の重篤な有害事象について、治験責任医師の見解に基づ

き治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

【報告事項】 

以下の項目について報告された。 

＜迅速審査についての報告＞ 

議題１ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙの脳梗塞患者を対象とした第Ⅳ相試験 （大塚製薬） 

・ 人事異動、実施体制変更の変更 ２００９年７月１３日承認 

 

議題２ BAY59-7939 の非弁膜性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験 （ﾊﾞｲｴﾙ薬

品） 

・  責任医師、分担医師、実地医療機関名の変更 ２００９年６月１５日承認 

 

議題３ SA-001 の慢性膵炎非代謝期又は膵切除による膵外分泌機能不全患者を 

対象とした第Ⅲ相比較試験・長期試験（ｿﾙﾍﾞｲ製

薬） 

・ 分担医師の職名、実施体制等の変更 ２００９年６月２９日承認 

 

議題４ BMS-562247 非弁膜性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験 



（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ） 

・ モニター変更、実施医療機関追加等 ２００９年６月１５日承認 

 

議題５ ｱﾎﾞﾈｯｸｽ筋注用ｼﾘﾝｼﾞ30μｇの再発型多発性硬化症患者を対象とした 

第Ⅳ相試験（ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ･ｱｲﾃﾞｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・ 誤記修正、体裁整備、添付文書の改訂等 ２００９年６月１５日承認 

 

議題６ SK&F-105517-Dの慢性心不全患者を対象とした第Ⅰ/Ⅱ 相試験 

（ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ） 

・ 安全情報追加、責任者等変更、組織変更、モニター追加、名称変更、責任医師変

更等  ２００９年６月１５日承認 

・ 分担医師変更  ２００９年６月２９日承認 

 

議題７ S-4661の重症・難治性感染症患者を対象とした第Ⅲ相試験 （塩野義製薬） 

・ 非臨床試験成績の要約、新規試験成績の追記、人事異動、医療機関名の変更等 

   ２００９年６月２９日承認 

 

７ 議題８ MK-3009のＭＲＳＡによる皮膚・軟部組織感染症、敗血症および 

右心系感染性心内膜炎の患者を対象とした第Ⅲ相試験 （萬有製

薬） 

・ 組織変更、実施医療機関追加、症例数追加 ２００９年７月６日承認 

 

 

議題９ SR25990Cの末梢動脈疾患患者を対象とした第Ⅲ相試験（ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ） 

・  組織変更、責任医師・実施診療科等変更  ２００９年６月１５日承認 

・  分担医師変更  ２００９年６月１５日承認 

 

議題１０ TRE-956 のネイティブ冠動脈に形成された狭窄性の新規病変による 

虚血性心疾患患者を対象とした薬物動態試験(ﾃﾙ

ﾓ) 

・  分担医師変更 ２００９年６月２９日承認 

 

議題１１ BS107 の最大２つの新規自己冠動脈動脈硬化性病変患者を対象とした 

機器試験 (ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

・  モニター削除 ２００９年７月６日承認 

議題１２ MDT-4107 のﾈｲﾃｨﾌﾞ冠動脈に生じた狭窄病変に起因する 

虚血性心疾患患者を対象とした機器治験   (日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆ

ｯｸ)  



・  分担医師変更 ２００９年６月２９日承認 

 

＜迅速審査についての報告：新規に申請された製造販売後調査＞ 

議題１ ﾎﾞﾄｯｸｽ注 使用成績調査 (ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) ２００９年６月１５日承認 

 

議題２ ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠 使用成績調査 (第一三共) ２００９年６月１５日承認 

 

議題３ ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ 0.75％注 使用成績調査 (丸石製薬) ２００９年６月２９日承認 

 

議題４ ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰｺﾛﾅﾘｰｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ（MDT-4104） 使用成績調査 (日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ)  

 ２００９年６月２９

日承認 

 

 

＜その他＞ 

１．治験終了報告 

・ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙの脳梗塞患者を対象とした第Ⅳ相試験 （大塚製薬） 

 

２．治験中止報告 

・ MDT-4104 のネイティブ冠動脈の新規病変患者を対象とした 長期試験 

(日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ) 

３．逸脱報告（緊急の危険回避の場合を除く） 

・TRE-956 のネイティブ冠動脈に形成された狭窄性の新規病変による 

虚血性心疾患患者を対象とした薬物動態試験(ﾃﾙ

ﾓ) 

 

４．モニタリング報告 

・  ６月のモニタリング件数：１７件 

 

５．製造販売後調査終了報告 

・  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ 0.5㎎、1㎎（関節ﾘｳﾏﾁ） 使用成績調査 （ｱｽﾃﾗｽ製薬） 

・  ｱｸﾄﾈﾙ錠 2.5 ㎎（骨粗鬆症）特定使用成績調査  （ｴｰｻﾞｲ） 

 

６．製造販売承認取得報告 



・  MDT-4104（ﾈｲﾃｨﾌﾞ冠動脈の新規病変） (日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ) 

・  MDT-4104（ﾈｲﾃｨﾌﾞ冠動脈の新規病変）長期 (日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ) 

以上 

特記事項 なし 

 


