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第 230 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 3 月 28 日（木）15：00～15：20 大会議室 

出 席 委 員 名 
木村真人、宮内靖史、櫻澤信行、金 徹、岸 大輔、松丸雪江、平山靖子 

亀山雅弥、伊東秀一、吉田清隆、髙石裕司、横山広治、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 

ジェノタイプ 2 型 HCV 患者を対象としたハーボニーの有効性/安全性の検討 

【審議時間／15：10～15：18】              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。 
・治験実施状況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 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。 
・被験者募集の手順に関する資料の改訂に基づき、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。 

認定臨床研究審査委員会審査完了報告（経過措置対応） 

小児科 浅野 健 

524015 小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験【ALL-B12】 

呼吸器内科 田中 庸介 

528004 
既治療進行非小細胞肺癌患者に対する nab-paclitaxel：アブラキサンの有効性・安全性・至適用量を検討
するランダム化第Ⅱ相試験（JMTO LC 14-01） 

呼吸器内科 田中 庸介 

529004 EGFR 遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対する低用量アファチニブの第Ⅱ相試験（TROG1632） 

小児科 浅野 健 

527013 
小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET 検査による初期治療反応判定を用いた治療法の効果を確認す
る第Ⅱ相試験（HL-14） 
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呼吸器内科 田中 庸介 

528009 
EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアファチニブの第Ⅱ相臨床
試験（NEJ027） 

小児科 浅野 健 

523027 
小児及び若年成人における T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 
（JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U） 

小児科 浅野 健 

524005 小児ランゲルハンス相棒組織球症（LCH）に対するリスク別臨床研究（LCH-12） 

小児科 浅野 健 

525022 
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）に対するチロシンキナーゼ阻害剤併
用化学療法の第Ⅱ相臨床試験(ALL-Ph13) 

小児科 浅野 健 

528005 
小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安全性と有効性の評価を目
標とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14） 

呼吸器内科 田中 庸介 

528006 
高齢者化学療法未施行ⅢB/IV 期扁平上皮肺がんに対する nab-Paclitaxcel+Carboplatin 併用療法と
Docetaxel 単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験（CAPITAL） 

小児科 浅野 健 

519038 小児リンパ芽球型リンパ腫 StageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験（LLB-NHL03） 

血液内科 横瀬 紀夫 

528001 
慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療暖解を目指したダサチニブ治療第Ⅲ相試験 PhaseⅡTrial pf 
Dasatinib Therapy Aiming for Treatment Free remission in Patients with Chronic Phase Chronic 
Myeloid Leukemia<D-FREE> 

小児科 浅野 健 

517012 
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試
験（ALB-NHL-14） 

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 

治験 終了 

耳鼻咽喉科 小町 太郎 

528014 サノフィ株式会社の依頼による両側性の鼻茸を有する患者を対象とした dupilumab の第Ⅲ相試験 

治験 製造販売承認の取得 

麻酔科 金 徹 

529015 第一三共株式会社の依頼による DS-5565 第Ⅲ相国際共同試験(PHN) 

製造販売後調査 終了 

乳腺科 飯田 信也 

15-035 グラッシュビスタ外用液剤 0.03％5ml 使用成績調査 

呼吸器内科 日野 光紀 

18-016 オンコマイン DxTargetTestCDx システムによる BRAFV600E 検査結果提供プログラム 

脳神経内科 山崎 峰雄 

15-034 ノウリアスト錠 20mg 特定使用成績調査「長期使用に関する調査」 

内分泌内科 江本 直也 

18-027 シュアポスト 副作用詳細調査 

血液内科 横瀬 紀夫 

18-006 トリセノックス注 10mg 副作用調査 

呼吸器外科 平井恭二 

18-028 オプジーボ点滴静注 20mg・100mg 副作用・感染症詳細調査 
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自主臨床試験  終了 

循環器内科 宮内 靖史 

529010 2 型糖尿病合併急性心筋梗塞を有する患者の心突然死に対するエンパグリフロジンとプラセボの 

ランダム化比較研究【EMBODY trial】 消化器外科 松田 明久 

528019 切除不能・再発大腸癌 3 次治療に対する TAS-102+Bevacizumab 併用療法第Ⅱ相試験（TAS-CC3 Study） 

消化器外科 松田 明久 

528018 切除不能・再発大腸癌 2 次治療に対する TAS-102+Bevacizumab 併用療法第Ⅱ相試験（TAS-CC2 Study） 

消化器外科 松田 明久 

530004 切除不能・再発大腸癌に対する regorafenib escalation 療法：多施設第Ⅱ相試験(RECC Study) 

放射線科 樫村 剛司 

527014 脳腫瘍の造影 MRI と非造影灌流 MRI の対比による組織型の推定について―多施設行動研究― 

小児科 浅野 健 

522021 
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試
験（MLL-10） 

血液内科 横瀬 紀夫 

528001 慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療寛解を目指したダサチニブ治療第Ⅱ相試験（D-FREE） 

小児科 浅野 健 

519038 小児リンパ芽球型リンパ腫 stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期臨床試験（LLB-NHL03） 

小児科 浅野 健 

523027 
小児科および若年成人における T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 
JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U(ALL-T11) 

呼吸器外科 田中 庸介 

524009 COPD 患者に対するチオトロピウム単剤またはチオトロピウム及びインダカテロール併用効果の検討試
験 

小児科 浅野 健 

524015 小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第Ⅲ臨床試験（ALL-B12） 

小児科 浅野 健 

525022 
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）に対するチロシンキナーゼ阻害剤併
用化学療法の第Ⅱ相臨床試験(ALL-Ph13) 

呼吸器内科 田中 庸介 

528004 
既治療進行非小細胞肺癌患者に対する nab-paclitaxel：アブラキサンの有効性・安全性・至適用量を検討
するランダム化第Ⅱ相試験（JMTO LC 14-01） 

小児科 浅野 健 

528005 
小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安全性と有効性の評価を目
標とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14） 

呼吸器内科 田中庸介 

528006 
高齢者化学療法未施行ⅢB/IV 期扁平上皮肺がんに対する nab-Paclitaxcel+Carboplatin 併用療法と
Docetaxel 単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験（CAPITAL） 

呼吸器内科 田中 庸介 

528009 
EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアファチニブの第Ⅱ相臨床
試験（NEJ027） 

小児科 浅野 健 

527013 
小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET 検査による初期治療反応判定を用いた治療法の効果を確認す
る第Ⅱ相試験（HL-14） 

呼吸器内科 田中 庸介 

529004 EGFR 遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対する低用量アファチニブの第Ⅱ相試験（TROG1632） 

小児科 浅野 健 

517012 
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試
験（ALB-NHL-14） 
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迅速審査報告 

・議題 9 は金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/ 

2/28 

議題 1 

乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する
多施設共同第Ⅱ相臨床試験【MLL-10】 承認 

自主臨床試験／継続･変更(実施計画書) 

議題 2 
ソリリス点滴静注 300mg 特定使用成績調査<発作性夜間ヘモグロビン尿症> 

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) 

議題 3 

切除不能･再発大腸癌 3 次治療に対する TAS‐102（5 日内服 9 日休薬）＋
Bevacizumab 併用療法:第Ⅱ相試験（TAS-CC4Study） 

承認 
自主臨床試験／変更（責任医師:松田明久→松本智司、分担医師:松本智司→篠塚
恵理子） 

2018/ 

3/5 

議題 4 

リュープリン SR 注射用キット 11.25mg(リュープロレリン酢酸塩) 
リュープリン SR 注射用キット 11.25mg 特定使用成績調査「全例調査:球脊髄性
筋委縮症(SBMA)」 

承認 

製造販売後調査／継続･ 変更(所属科名、分担医師、添付文書、製品情報概要) 

議題 5 

ヌーカラ皮下注用 100mg(メポリズマブ(遺伝子組換え)) 
ヌーカラ皮下注用特定使用成績調査(長期)(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症) 承認 

(条件有) 
製造販売後調査／新規 

議題 6 

イムブルビカカプセル 140mg 特定使用成績調査（再発又は難治性のマントル細
胞リンパ腫） 承認 

製造販売後調査／継続･ 変更(分担医師) 

2019/ 

3/14 

議題 7 

本邦における両側性腎芽腫に対する統一プロトコールによる腎温存の評価
(RTBL14) 承認 

自主臨床試験／継続 

議題 8 

両側性腎芽腫の遺伝子診断応用のためのプロスペクティブ遺伝子分析研究
(RTBL14GP) 承認 

自主臨床試験／継続 

議題 9 
光トポグラフィーを用いた脳血流検査(脳内反応)による慢性疼痛 

承認 
自主臨床試験／変更(責任医師:木村祐輔→金徹) 

議題 10 
E2609 

承認 
製造販売後調査／変更(治験実施計画書 別紙 1-5) 

 

■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。 


