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平成 2４年度 第 3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 

2012年 6月 27日（水） 15：00～16：30 

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、清水教一、小倉剛久、赤羽悟美、浅山亨、加藤裕芳、平良一夫、吉本知栄子、

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 

Ⅰ．新規 

議題１ NPC-02（酢酸亜鉛）錠のウィルソン病患者における有効性と安全性の確認試験 

（ノ-ベルファ－マ） 

･治験責任医師より治験薬の概要、治験実施計画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 CDP870の活動性関節リウマチ患者を対象とした第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

継続の妥当性について審議した。 

      審議結果：承認 

   

議題 2 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、定期報告について、治験責任医師の見解に基づき治

験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

・ 新たな試験成績の追加のため治験薬概要書改訂について治験継続の妥当性について審議し

た。 

審議結果：:承認  

DU-176b（エドキサバントシル酸塩水和物）の 

高度腎機能障害を有する非弁膜症性心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験  

・  当該治験薬の国内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

治験継続の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

・ 誤記、情報の更新のため、治験実施計画書改訂、新たな試験成績の追加、記載の整備のため

治験薬概要書改訂、治験参加による負担軽減のための負担軽減費増額、情報の更新、記載の

整備などによる同意説明文書の改訂、情報の更新などによる治験参加カード・診療情報提供書の
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変更、負担軽減費増額のため被験者支払いについての記載の変更、分担医師の職名変更につ

いて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 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） 

・ 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

妥当性について審議した。 

         審議結果：承認 

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

継続の妥当性について審議した。 

        審議結果：承認 

 

   CS-747Sの待機的冠動脈内ｽﾃﾝﾄ治療を要する冠動脈疾患を対象とした第Ⅲ相試験 

                                                （第一三共） 

・ 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

継続の妥当性について審議した。 

        審議結果：承認 

議題 4  K-115の原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象とした第Ⅲ相試験 （興和） 

・ 副次的な検討の評価ﾎﾟｲﾝﾄの追加、誤記訂正･削除のため、治験実施計画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 5  AJF-102の消化器術後患者を対象とした第Ⅲ相試験 （味の素製薬） 

・ 緊急回避のための逸脱報告について治験継続の妥当性を審議した。  

審議結果：承認 

・ 試験結果反映による情報の更新･記載の見直しのため、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６  HFT-290の帯状疱疹後神経痛、慢性腰痛及び変形性関節症を対象とした検証的試験 

（久光製薬） 

・ 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

性について審議した。 

審議結果：承認 

・ 表記を合わせるための誤記訂正･情報の更新・情報追加に伴う追記・修正のため、治験薬概要書
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の改訂、実施体制変更、職名変更及び誤記修正のため治験実施計画書別紙 1、情報更新、実

施施設追加のため治験実施計画書別紙 2 版の改訂について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 デュﾋﾟュｲﾄﾗﾝ拘縮患者を対象としたＡＫ160の第Ⅲ相試験 

・ 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 8 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医療機器治験 

(ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・ 当該治験の国内外の重篤な有害事象、研究報告の追加情報について、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 

議題 9 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) 

・ 海外の措置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  

・ データの Updateによる治験機器概要書の改訂について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、実施状況及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 10 G-008の浅大腿動脈及び/又は近位膝窩動脈に、目視による狭窄度が 70％を超える

新規有意狭窄病変又は50％を超えるPOBAによる再狭窄病変の患者を対象とした医療機器治験             

（グッドマン） 

・ 当該治験の国内の重篤な有害事象、治験機器不具合情報について、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：保留 （安全性情報不足のため） 

・ 記載整備、被験者の負担軽減による記載の追加、実施体制変更による治験実施計画書の改訂、 

誤記修正のための治験機器概要書の改訂、実施施設の追加、安全性情報による同意説明文書の

改訂について治験継続の妥当性について審議した。 

        審議結果：保留 （安全性情報不足のため） 

【報告事項】 

以下の項目について報告された。 
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議題 1 DU-176bの心房細動患者を対象とした第Ⅲ相試験          （第一三共）  

・ 治験依頼者の人事異動 による治験実施計画書別紙 1の変更  

                            ＜迅速審査＞2012年 5月 14日承認 

・ 分担医師変更                 ＜迅速審査＞ 2012年 6月 11日承認 

 

議題 2 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） 

CS-747Sの待機的冠動脈内ｽﾃﾝﾄ治療を要する冠動脈疾患を対象とした第Ⅲ相試験 

                                                （第一三共） 

･分担医師変更                   ＜迅速審査＞ 2012年 6月 4日承認 

      

議題 3  K-115の原発開放隅角緑内障又は高眼圧症患者を対象とした第Ⅲ相試験 （興和） 

・治験終了報告 

･治験実施期間延長               ＜迅速審査＞ 2012年 5月 2１日承認 

議題 4 ONO-1101の頻脈性不整脈患者を対象とした後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験 

（小野薬品工業） 

・分担医師変更                  ＜迅速審査＞ 2012年 6月 4日承認     

  

議題 5 AJF-102の消化器術後患者を対象とした第Ⅲ相試験 （味の素製薬） 

・実施体制の変更による治験実施計画書別添資料 3の変更  

＜迅速審査＞ 2012年 5月 28日承認 

議題 6 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医療機器製造販売

後臨床試験                                (ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・情報の更新、実施体制の変更             ＜迅速審査＞2012年 5月 14日承認 

議題 7  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)                                          

・分担医師変更                      ＜迅速審査＞ 2012年 6月 4日承認 

議題 8 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医療機器治験 

(ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・情報の更新、実施体制の変更             ＜迅速審査＞2012年 5月 14日承認 

・分担医師変更                      ＜迅速審査＞2012年 5月 28日承認 

 

議題 9 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) 

・実施体制の変更による治験実施計画書別紙 2の変更 ＜迅速審査＞2012年 5月 14日承認 

・分担医師変更                        ＜迅速審査＞2012年 6月 11日承認 

 



5 

議題 10 G-008の浅大腿動脈及び/又は近位膝窩動脈に、目視による狭窄度が 70％を超える新

規有意狭窄病変又は 50％を超える POBAによる再狭窄病変の患者を対象とした医療機器治験             

（グッドマン）  

・ 治験機器の不具合及びそれに伴う自主回収についての報告 

・ 登録再開についての報告   

＜その他＞ 

１． 5月のモニタリング件数:17件 

 

＜新規に申請された製造販売後調査＞ 

   ・ベセルナクリーム 5％使用成績調査  （持田製薬） 

                            ＜迅速審査＞ 2012年 6月 11日承認 

＜製造販売後調査実施契約内容変更＞ 

・ マクジェン硝子体内注射キット 0.3ｍｇ特定使用成績調査 (ファイザー) 

分担医師変更            ＜迅速審査＞ 2012年 6月 11日承認 

・ リコモジュリン点滴静注用 12800  特定使用成績調査 (旭化成ファーマ) 

分担医師変更            ＜迅速審査＞ 2012年 6月 11日承認 

・ タミフルカプセル 75、タミフルドライシロップ 3% 特定使用成績調査（中外製薬） 

分担医師変更            ＜迅速審査＞ 2012年 6月 11日承認 

  ・ プラザキサカプセル 75･110ｍｇ 特定使用成績調査（日本ベーリンガーインゲルﾊｲﾑ） 

    分担医師変更            ＜迅速審査＞ 2012年 6月 18日承認                                                       

   以上 

特記事項 なし 

 


