
平成２１年度 第 8 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 12 月 22 日（火） 15：00～15：40 

東邦大学医療センター大橋病院  4階会議室 

出席委員名 杉薫、向井秀樹、根本博、中山珠美、浅山亨、加藤裕芳、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 BAY59-7939の非弁膜性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験（バイエル薬品） 

・ 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 

 

議題２ 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 

（ブリストル・マイヤーズ）

・ 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３ 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 

製造販売後臨床試験（ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ･ｱｲﾃﾞｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・ 当該治験薬の国内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製造販売

後臨床試験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

議題 4 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5 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 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、 

第Ⅱ/Ⅲ相長期継続、Ⅲ相長期継続試験（大塚製薬）

・ 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7 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・アベンティス）

・ 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 

・ 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 8 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・アベンティ

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9 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１０ YM150 第Ⅱ相試験 （ｱｽﾃﾗｽ製薬） 

・ 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11 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（アボット バスキュラー ジャパン）

・ 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 

・ 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１2 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治

験（ボストン・サイエンティフィックジャパン） 

・ 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１3 MDT-4107のネイティブ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（日本メドトロニック） 

・ 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。 

議題１ 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・アベンティス） 

・ オフィスの移転、施設補充、人事異動、誤記訂正、分担医師、変更など 

＜迅速審査＞ 2009年 11月24日承認

議題2 SSR149744C の心室性不整脈患者を対象とした第Ⅱ相試験（ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ） 

・ 選択基準解釈の変更 ＜迅速審査＞ 2009年 11月 30日承認 

 

議題3 YM150 第Ⅱ相試験 （ｱｽﾃﾗｽ製薬） 

・ 分担医師追加 ＜迅速審査＞ 2009年 12月 7日承認 



 

議題4  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治験 

（ボストン・サイエンティフィックジャパン） 

・ 分担医師変更、CTL及びモニター追加 ＜迅速審査＞ 2009年 11月 30日承認 

 

議題6 MDT-4107のネイティブ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（日本メドトロニック）

・ 実施医療機関数が確定、誤記訂正等、責任医師職名変更、依頼者の人事異動等 

 ＜迅速審査＞ 2009年 11月 16日承認 

 

＜その他＞ 

１． 11 月のモニタリング件数：16件 

 

２． 製造販売後調査終了報告 

・ ウルソ錠 100 ㎎ 特別調査 （田辺三菱製薬） 

・ アリムタ注射用 500 ㎎ 特定使用成績調査（日本イーライリリー） 

 

３． 資料廃棄報告 

・ ダーマボンド 使用成績調査 (ジョンソン・エンド・ジョンソン) 

・ 注射用エラスポール 100 特別調査 （小野薬品工業） 

・ デュロテップパッチ 使用成績調査 （ヤンセン ファーマ） 

・ ティーエスワンカプセル 20・25 特別調査 （大鵬薬品工業） 

・ ティーエスワンカプセル 使用成績調査 （大鵬薬品工業） 

・ リスパダール内用液 1mg/ml 特別調査 （ヤンセン ファーマ） 

・ ティーエスワンカプセル 使用成績調査 （大鵬薬品工業） 

・ 注射用オノアクト 50 特定使用成績調査 （小野薬品工業） 

・ アルチバ静注用 2mg 使用成績調査 （ヤンセン ファーマ） 

・ ティーエスワンカプセル 使用成績調査 （大鵬薬品工業） 

・ オキサロールローション 25μg/g 使用成績調査 （マルホ） 

・ ニアーステント 使用成績調査 （ボストン・サイエンティフィックジャパン）

・ BX ステント 使用成績調査 (ジョンソン・エンド・ジョンソン) 

 

４． 製造販売後調査実施契約内容変更 

・ ナベルビン注 特定使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 



社名変更、代表者変更、責任医師職名変更等  

＜迅速審査＞2009 年 11 月 16日承認 

・ ディオバン錠 特定使用成績調査  (ノバルティスファーマ) 

責任医師、分担医師の変更など ＜迅速審査＞2009年 11 月 16日承認 

・ エンデバーコロナリーステントシステム  使用成績調査 (日本メドトロニ

ック) 

分担医師変更、レトロスペクティブ調査に変更など  

＜迅速審査＞2009 年 12 月 14日承認 

以上

特記事項 なし 

 


