
平成２２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 

2010 年１２月２２日（水） 15：00～16：１0 

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、青木和哉、小倉剛久、赤羽悟美、中山珠美、浅山亨、加藤裕芳、平良一

夫、寄永美紀、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．新規 

議題１ CS-747S の急性冠症候群患者を対象とした第Ⅲ相試験  （第一三共） 

・ 治験責任医師より治験薬の概要、治験実施計画書等について説明が行われ、治験実施の妥

当性について審議した。 

    審議結果：承認 

 

Ⅱ．継続中 

議題１ 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） 

・ 当院で発生した重篤な有害事象（第２報）について、治験責任医師の見解に基づき治験継続

の妥当性を審議した。 

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

妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題２ 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治験継続の妥

当性を審議した。 

審議結果：承認 

・ アボネックス添付文書の改訂、それらに伴う同意説明文書の改訂について治験継続の妥当

性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題３ 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



当性を審議した。 

  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４ CDP870の活動性関節リウマチ患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相長期継続試験 

（大塚製薬） 

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

験継続の妥当性を審議した。 

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 

・ 治験実施期間の変更・目標症例数の変更・分担医師の変更に伴う契約書の変更について、治

験継続の妥当性を審議した。 

    審議結果：承認 

 

議題５ 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

妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

・ 記載項目追加のための症例報告書改訂について治験継続の妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題６ 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） 

・ 当院で発生した重篤な有害事象（第２報）について、治験責任医師の見解に基づき治験継続

の妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

・ 適応拡大による「効能又は効果」変更のための添付文書改訂について、治験責任医師の見解

に基づき治験継続の妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題７ YP-18 の腹腔内感染症患者を対象とした第Ⅲ相試験 (大鵬薬品工業） 



・ 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

妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

・ 情報更新、誤記、組織変更による治験実施計画書の改訂、安全性情報の更新、誤記、米国

添付文書の改訂などによる治験薬概要書の改訂について治験継続の妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題８ BMS-562247 の急性冠症候群患者を対象とした第Ⅲ相試験 (ファイザー） 

・ 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

当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題９ BS107の小口径自己冠動脈における新規動脈硬化症患者を対象とした機器治験 

(ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・ 当院で発生した重篤な有害事象（第１報）について、治験責任医師の見解に基づき治験継続

の妥当性を審議した。 

審議結果：承認 

 

議題１０ 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・長期安全性臨床試験（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 

 

議題１１ NP001 の冠動脈小血管狭窄の患者を対象とした医療機器治験 (ﾆﾌﾟﾛ) 

・ 選択・除外基準の変更、記載整備などによる治験実施計画書の改訂、それに伴う症例報告書

の改訂、症例数の追加、それに伴う説明同意文書の改訂について治験継続の妥当性を審議

した。 

審議結果：承認 

 

議題１２ SM-01 の浅大腿動脈閉塞症の患者を対象とした医療機器試験  

(ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ) 

・ 当該治験機器などの国内の研究報告について、治験責任医師の見解に基づき治験継続の妥

当性を審議した。 



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 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） 

・ 対照薬の添付文書改訂による治験実施計画書補遺別添の変更 

＜迅速審査＞ 2010年1１月２２日承認 

 

議題2  BMS-562247 の急性冠症候群患者を対象とした第Ⅲ相試験 (ファイザー） 

・ 治験中止報告      

 

議題３ SM-01 の浅大腿動脈閉塞症の患者を対象とした医療機器試験  

(ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ) 

・ 分担医師追加 ＜迅速審査＞ 2010年1１月１５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 ｴｸｱ錠 50㎎ 特定使用成績調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 2010年 1１月２９日承認 

議題２ ﾈｽﾌﾟ注射液ﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ 30,60,120,180μg 特定使用成績調査  (協和発酵ｷﾘﾝ) 

2010 年 1１月２９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 

・ 献血ﾉﾝｽﾛﾝ 1500 注射用 特定使用成績調査  (日本製薬) 

・ ｱｸﾄﾈﾙ錠 17.5 ㎎ 特定使用成績調査 (ｴｰｻﾞｲ) 

・ ﾘﾊﾞﾛ錠 特定使用成績調査 (興和) 循環器内科 

・ ﾘﾊﾞﾛ錠 特定使用成績調査 (興和) 心臓血管外科 

・ ﾘﾊﾞﾛ錠 特定使用成績調査 (興和) 脳神経外科 

・ ｱｸﾄﾈﾙ錠 17.5 ㎎ 特定使用成績調査 (ｴｰｻﾞｲ) 

 

３． 製造販売承認取得報告 

・ GB-0998 多発性筋炎/皮膚筋炎 （田辺三菱製薬)  

 



４． 書類保存期間報告 

・ コニール錠 使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ)  

・ エスポー皮下用 6000･9000･12000･24000 使用成績調査及び特別調査 

(協和発酵ｷﾘﾝ) 第３内科 

・ エスポー皮下用 6000･9000･12000･24000 使用成績調査 

(協和発酵ｷﾘﾝ) 心臓血管外科 

・ アレロック錠 2.5・5 使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 第二皮膚科 

・ アレロック錠 2.5・5 特別調査 (協和発酵ｷﾘﾝ)  第二皮膚科 

・ コニール錠 2・4・8 特別調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 

・ アレロック錠 2.5・5 使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 第二耳鼻咽喉科 

・ アレロック錠 2.5・5 特別調査 (協和発酵ｷﾘﾝ)  第二耳鼻咽喉科 

・ ミカルディスカプセル 20・40 ㎎ 特別調査 (ｱｽﾃﾗｽ製薬) 

・ ハルナール 0.1・0.2 ㎎カプセル 特別調査 (ｱｽﾃﾗｽ製薬) 

・ プロトピック軟膏 0.03％小児用  特別調査 (ｱｽﾃﾗｽ製薬) 

・ プログラフカプセル 0.5・1 ㎎ 使用成績調査(ｱｽﾃﾗｽ製薬) 神経内科 

・ プログラフカプセル 0.5・1 ㎎ 使用成績調査(ｱｽﾃﾗｽ製薬)  膠原病リウマチ科 

・ クレストール錠 2.5･5 ㎎ 使用成績調査  (塩野義製薬)  循環器内科 

・ クレストール錠 2.5･5 ㎎ 特別調査  (塩野義製薬)  循環器内科 

・ クレストール錠 2.5･5 ㎎ 使用成績調査  (塩野義製薬) 糖尿病内科 

・ クレストール錠 2.5･5 ㎎ 特別調査  (塩野義製薬)  糖尿病内科 

・ アレジオン錠 10･20 ㎎ 使用成績調査 (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ) 

・ フィニバックス点滴用 0.25g 使用成績調査 (塩野義製薬) 

・ フィニバックス点滴用 0.25g 特別調査 (塩野義製薬) 

・ ナベルビン注 10・40 特定使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 

・ アクチバシン注 1200 万単位 使用成績調査 (協和発酵ｷﾘﾝ) 

・ ジェニナック錠 200 ㎎  使用成績調査  (ｱｽﾃﾗｽ製薬) 

 

５． 製造販売後調査実施契約内容変更 

・ テモダールカプセル 特定使用成績調査 (MSD) 

社名変更、責任医師職名変更 ＜迅速審査＞ 2010年1１月２９日承認 

・ エスラックス静注使用成績調査 (MSD) 

  社名変更、責任医師・分担医師変更 ＜迅速審査＞ 2010年1１月２２日承認 

・ ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 特定使用成績調査 (MSD) 

社名変更 ＜迅速審査＞ 2010年1１月２９日承認 



・ シムビコートタービュヘイラー60吸入 特定使用成績調査 (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 

期間延長、分担医師変更 ＜迅速審査＞ 2010年1１月２２日承認 

 

６． 医薬品GCP 実地調査結果報告 

・ 改善点特になし 

以上 

特記事項 なし 

 


