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第 231 回 日本医科大学千葉北総病院 薬物治験審査委員会 会議の記録の概要 

開 催 日 時 ・ 場 所 2019 年 4 月 25 日（木）15：02～15：27 大会議室 

出 席 委 員 名 

木村真人、宮内靖史、櫻澤信行、金 徹、實川東洋、岸 大輔、松丸雪江、平山靖子 

亀山雅弥、二階堂美栄、御園恒一郎、吉田清隆、横山広治、鈴木渉、長谷川明美、 

畑典武 

 

審議事項 審査結果 

・議題 3 は宮内委員が治験責任医師であるが、この案件について審議･採決に参加していない。 

議題 1 

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き 

観察研究：（J-TAIL） 

【審議時間／15：02～15：18】              
修正の上
承認 

･自主臨床試験を実施することの妥当性について審議した。 

議題 2 

バイオジェン・ジャパン株式会社の依頼による早期アルツハイマー病患者を対象とした

BIIB037 の第Ⅲ相試験 

承認 ・安全性情報等に関する報告について責任医師の見解に基づき引き続き治験を実施することの
妥当性について審議した。 

・治験実施計画書の改訂、その他誤記修正に基づき、引き続き治験を実施することの妥当
性について審議した。 

議題 3 

第一三共株式会社の依頼による非弁膜症性心房細動患者を対象とした DU-176b(エドキサ

バン)第Ⅲ相試験   
承認 

・安全性情報等に関する報告について責任医師の見解に基づき引き続き治験を実施することの
妥当性について審議した。 

議題 4 

エーザイ株式会社の依頼による早期アルツハイマー病患者を対象とした E2609 の第Ⅲ相試験 

承認 ・安全性情報等に関する報告について責任医師の見解に基づき引き続き治験を実施することの
妥当性について審議した。 

議題 5 

大塚製薬株式会社の依頼による大うつ病性障害患者を対象とした OPC-34712 の第Ⅲ相長期試験 

承認 ・安全性情報等に関する報告について責任医師の見解に基づき引き続き治験を実施することの
妥当性について審議した。 

議題 6 

大塚製薬株式会社の依頼による大うつ病性障害患者を対象とした OPC-34712 の第Ⅲ相長期試験 

承認 
・安全性情報等に関する報告について責任医師の見解に基づき引き続き治験を実施することの
妥当性について審議した。 

 

■報告事項  以下について報告された。 

治験  開発中止 

脳神経内科 山崎 峰雄 

528003 バイオジェン・ジャパン株式会社の依頼による早期アルツハイマー病患者を対象とした BIIB037 の第Ⅲ相試験 

製造販売後調査 終了 

消化器内科 糸川 典夫 

15-035 ヴィキラックス®配合錠/カプセル 200mg 特定使用成績調査 

メンタルヘルス科 木村 真人 

16-014 イフェクサーSR カプセル 使用成績調査（プロトコール No,B2411278） 

血液内科 横瀬 紀夫 

18-010 モゾビル皮下注 24mg 使用成績調査 
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自主臨床試験  終了 

小児科 浅野 健 

526017 小児急性前骨髄救性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験【JPLSG AML-P13】 

内分泌内科 岡島 史宜 

528021 アナグリプチンの脂質低下作用機序に関する検討 

内分泌内科 岡島 史宜 

528020 SGTL-2 阻害薬の夜間低血糖抑制作用機序に関する検討 

消化器内科 新井 泰央 

526021 非アルコール性脂肪肝性肝炎患者に対する天然型ビタミン D 併用試験 

消化器内科 大久保知美 

529007 
Genotype1 の C 型慢性肝炎・代償性肝硬変に関する Ledipasvir/Sofosbuvir 併用療法における治療成績大及び腎機能
障害例での安全性と有効性の後方視的観察研究 

消化器内科 大久保知美 

528015 
Genotype2a の C 型慢性肝炎に対する Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonabir/Ribavirin 併用療法における治療効果お
よび治療予測因子の検討 

消化器内科 糸川 典夫 

528017 
低アルブミン血症を伴う肝硬変症例におけるサルコペニア、骨代謝異常に対し経口 BCAA 製剤およびビタミン D 投
与が与える影響についての検討 

呼吸器外科 平井 恭二 

525014 術後 StageⅡ期非小細胞肺癌完全切除例に対する TS-1+CBDCA 併用療法及び TS-1 維持療法の忍容性試験 

消化器内科 大久保知美 

529002 
Genotype1 のC型慢性肝炎及び C型代償性肝硬変に対する Elbasvir/Grazoprevir 併用療法における治療効果および
治療予測因子の検討 

 

迅速審査報告 

・議題 5、議題 12は宮内委員が責任医師であるが、この案件について審議･採決に参加していない 

実施日 議題番号 
課題名又は薬剤名 審査 

結果 審査内容 

2019/ 

3/28 

議題 1 

レミッチカプセル 2.5μg OD 錠 2.5μg(ナルフラフィン塩酸塩) 

レミッチ特定使用成績調査 承認 
製造販売後調査／継続 

議題 2 

タグリッソ錠 40mg、80mg(オシメルチニブメシル酸塩) 

タグリッソ錠使用成績調査(全例調査) 承認 
製造販売後調査／変更(ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ、添付文書等) 

議題 3 

タグリッソ錠 40mg、80mg 

(オシメルチニブメシル酸塩) 

タグリッソ錠使用成績調査(全例調査) 
承認 

製造販売後調査／変更(ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ、添付文書等) 

議題 4 
リアルダ錠 1200mg(メサラジン)リアルダ錠 1200mg 特定使用成績調査 

承認 
製造販売後調査／継続･変更(ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ) 

議題 5 
オプスミット錠 10mg(マシテンタン)オプスミット錠 10mg 特定使用成績調査(長期使用) 

承認 
製造販売後調査／継続･変更(ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ、添付文書、分担医師) 

議題 6 

エフピーOD錠 2.5(セレギリン塩酸塩)エフピーOD錠 2.5(セレギリン塩酸塩)使用成績調査(レ
ボドパ非併用新規症例) 承認 
製造販売後調査／継続 

議題 7 

エフピーOD 錠 2.5(セレギリン塩酸塩)エフピーOD 錠 2.5(セレギリン塩酸塩)使用成績調査(3

錠又は 4 錠服用症例) 承認 
製造販売後調査／継続 

議題 8 

アデムパス錠 0.5mg、1.0mg、2.5mg(リオシグアト)アデムパス錠使用成績調査(慢性血栓塞栓
性肺高血圧症) 承認 
製造販売後調査／継続･変更(責任医師:畑 典武→ 淺井 邦也、分担医師) 
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2019/ 

3/28 

議題 9 

マヴィレット配合錠(グレカプレビル水和物、ピブレンタスビル) 

マヴィレット配合錠使用成績調査 承認 
製造販売後調査／継続･変更(調査実施要綱) 

議題 10 

リクシアナ OD 錠 30mg(エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠)リクシアナ OD 錠
30mg の副作用調査 

承認 
(条件有) 製造販売後調査／新規 

議題 11 

トレリーフ錠 25mg、OD 錠 25mg(ゾニサミド) 

トレリーフ一般使用成績調査(レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム) 承認 
(条件有) 

製造販売後調査／新規 

議題 12 
DU-176b 

承認 
治験／変更(治験分担医師･治験協力者リスト) 

議題 13 

強化インスリン療法からGLP-1受容体作動薬を用いた簡便な治療法への変更の有効性有用性
に関する検討 承認 
自主臨床試験／経過報告 

2019/ 

4/1 

議題 14 

内視鏡的粘膜下層剥離術における輸液量に応じたデクスメデトミジンの副作用抑制に関する
検討 承認 
自主臨床試験／継続･変更(責任医師、分担医師) 

議題 15 
ブレクスピプラゾール(OPC-34712) 【二重盲検】 

承認 
治験／変更(治験協力者追加:中根 裕美) 

議題 16 
ブレクスピプラゾール(OPC-34712) 【長期】 

承認 
治験／変更(治験協力者追加:中根 裕美) 

2019/ 

4/9 

議題 17 

日本小児白血病リンパ腫研究グループ (JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした
前方視的研究 

Classification of newly diagnosed Hematological Malignancy【JPLSG-CHM-14】 承認 

自主臨床試験／継続 

議題 18 

特発性肺線維症(IPF)合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニドン療法の術後急性増悪
抑制効果に関する第Ⅲ相試験 NEJ034 承認 
自主臨床試験／継続 

議題 19 
アイノフロー吸入用 800ppm(一酸化窒素)アイノフロー吸入用 800ppm 使用成績調査 

承認 
製造販売後調査／ 

議題 20 

タイサブリ点滴静注 300mg(ナタリズマブ(遺伝子組換え)) 

タイサブリ点滴静注 300mg 使用成績調査 
承認 

(条件有) 製造販売後調査／新規 

 

■製造販売後調査の新規申請における承認の条件：患者への説明を十分に行うこと。データを使用することの

承諾を口頭または文書にてインフォームドコンセントをとり、カルテにその旨を記載すること。 


