
平成２１年度 第５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 9月 30日（水） 15：00～16：15 

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、森下正樹、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．新規 

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） 

・ 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 

 

議題 2  YM150 第Ⅱ相試験 （ｱｽﾃﾗｽ製薬） 

・ 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 

 

議題３ NP001 のステント内再狭窄の患者を対象とした医療機器治験 (ﾆﾌﾟﾛ) 

     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) 

・ 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 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） 

・ 当院で発生した重篤な有害事象（第 5 報）取り下げ報告について、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。 

・ 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 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相二重盲検比較試験・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。（第Ⅲ相二重盲検比較試験・長期試験） 

・ 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。（第Ⅲ相二重盲検比較試験） 

 

・ 審議結果：承認 

 

議題３ GGS の多発性硬化症患者を対象とした第Ⅱ相試験・第Ⅲ相試験 

                                      

（化学及血清療法研究所） 

・ 安全性情報追加のため同意説明文書の変更、施設名称・住所、施設追加、責任医

師職名変更などのため治験実施計画書別紙 1の変更、モニター追加、社内組織変

更などのため治験実施計画書別紙 2の変更について、治験継続の妥当性について

審議した。（第Ⅱ相試験） 

・ 安全性情報追加のため同意説明文書の変更について、治験継続の妥当性について

審議した。（第Ⅲ相試験） 

・ 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 

 

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 TJ-54の精神神経症状を有するﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病患者を対象とした第Ⅳ相試験（ﾂﾑﾗ）

・ 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） 



・ 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 

 

５ 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 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） 

・ 長期評価の追加、ＧＣＰ運用基準改訂等のため治験実施計画書の改定、住所表

示・科名・病院名・誤記・人事異動などのため治験実施計画書別添資料 2 の変

更、症例報告書見本の改訂、同意説明文書の改訂などについて、治験継続の妥

当性について審議した。（第Ⅱ／Ⅲ相長期継続、Ⅲ相長期継続試験） 

・ 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） 

・ 治験審査委員会の情報公開の記載追記のため同意説明文書の変更、施設補充、

人事異動のため治験実施計画書の変更について、治験継続の妥当性について審

議した。 

・ 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) 

・ 併用禁止薬の追加のため、同意説明文書・治験参加カードの変更、医療機関の追

加、医療機関の名称・診療科の変更などのため治験実施計画書別紙２の変更につ

いて、治験継続の妥当性を審議した。 

 

・ 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 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１４ 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)  

 

・ RESOLUTEｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ試験の治験実施計画書内容変更等の為、治験実施計画書の変更、

実施医療機関の追加、人事異動のため治験実施計画書別紙の変更、薬剤溶出試験

方法変更のため治験機器概要書補遺１，２が追加について、治験継続の妥当性

を審議した。 

・ 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 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） 

・ 組織変更、人事異動、治験責任医師・所属・職名・病院名などの変更 

＜迅速審査＞ 

2009 年 7月 21日承認 

 

・ 人事異動、治験責任医師・所属・職名・病院名・所在地などの変更、誤記修正 

                           ＜迅速審査＞ 

2009 年 8月 31日承認 

 

 

議題２ 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相二重盲検比較試験・長期試験（ｿﾙﾍﾞｲ製薬） 

・ 実施体制・実施医療機関名称変更、人事異動、誤記修正 

＜迅速審査＞ 

 2009年 8月 17 日承認 

・ 治験終了報告 

議題３ 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） 

・ モニター、実施医療機関および治験責任医師一覧変更 

＜迅速審査＞ 

  2009 年 8月 10 日承認 

 

議題 4 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） 

・ 組織・性状・取り扱い上の注意、製造方法・容器などの一部変更、担当者・責任

医師・医療機関名などの変更 

＜迅速審査＞ 

2009 年 8月 17日承認 

 

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） 

・ 治験終了報告 

・ 逸脱報告（緊急の危険回避の場合を除く） 

 

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） 



・ 分担医師追加 ＜迅速審査＞ 2009年７月２1日承認 

・ 分担医師削除 ＜迅速審査＞ 2009年８月２４日承認 

 

 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） 

・ 治験責任医師、医療機関追加、モニター・監査担当者変更、分担医師変更 

                            ＜迅速審査＞ 

2009 年 8月３日承認 

・ 治験責任医師、医療機関追加、定期更新等 

＜迅速審査＞ 

2009 年９月 7日承認 

 

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 

（ 大 塚 製

薬） 

・ 前回条件付承認の被験者募集用ポスター・リーフレット報告 

 

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) 

・ 費用の変更、モニター追加、治験責任医師、医療機関一覧の変更など 

＜迅速審査＞2009 年 8月３日承認 

・ 誤記修正、責任医師職名記載の追加など     ＜迅速審査＞2009 年 8 月２

４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) 

・ 治験終了報告 

 

＜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 献血ﾍﾞﾆﾛﾝ-I  使用成績調査  (帝人ﾌｧｰﾏ) 2009 年 7 月 13 日承認 

 

議題 2 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠 使用成績調査 (ｾﾞﾘｱ新薬工業)  2009 年９月 7日承認 

 

議題 3 ﾀｲｹﾙﾌﾞ錠 250 ㎎ 使用成績調査  (ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) 2009年９月１４日承認 



 

 

 

＜その他＞ 

１．7月のモニタリング件数：13件、 8月モニタリング件数：15件 

 

2．製造販売後調査終了報告 

・ ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤 特定使用成績調査 （中外製薬） 

・ ｴﾎﾟｼﾞﾝ注 特定使用成績調査 （中外製薬） 

・ ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ錠特定使用成績調査 （萬有製薬） 

・ 注射用ｵﾉｱｸﾄ 50  特定使用成績調査（小野薬品工業） 

・ ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用100㎎/4mL，400㎎/16mL 特定使用成績調査 （中外製薬） 

・ ｵｷｻﾛｰﾙﾛｰｼｮﾝ 25μg/g  使用成績調査  （ﾏﾙﾎ） 

 

３．製造販売承認取得報告 

・ Org3770のうつ病及びうつ状態の患者を対象とした第Ⅱ相試験 (明治製菓) 

・  Org3770のうつ病及びうつ状態の患者を対象とした第Ⅱ相長期試験 (明治製菓) 

・  TA-650の関節ﾘｳﾏﾁ患者を対象とした第Ⅲ相試験 (田辺三菱製薬) 

 

４．資料廃棄報告 

・ ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 特別調査  (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠 特別調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

・ ﾋﾞｽﾀﾞｲﾝ静注用 15 ㎎ 使用成績調査 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ) 

 

５． 製造販売後調査実施契約内容変更 

・ ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠 1 ㎎使用成績調査  (持田製薬) 

分担医師職名変更、症例数変更、分担医師追加＜迅速審査＞２００９年７月２７

日承認 

以上 



特記事項  

 


