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第 224 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 2018 年 9 月 26 日（木）15：00～16：25 特別会議室 

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

亀山雅弥、御園恒一郎、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 5 は實川委員が治験協力者であるが、この案件について審議･採決に参加していない。 
・議題 7 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 

切除不能肝細胞癌に対するレンバチニブ治療効果の検討 

【審議時間／15：03～15：13】              

修正の上
承認 

･自主臨床試験の実施の妥当性について審議した。 
【修正すべき事項】 
 ①実施計画書の研究組織に当院の名前がありません。追記してください。 
②実施計画書 P.8 健康被害に関する項目の【後方視的】の記載を他に合わせて【前方視的】に 
修正してください。 

 ③同意書の血清保存に関しては被験者が選択できるように同意書を改良してください。 

議題 2 

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-CC4 Study） 

【審議時間／15：14～15：34】              

修正の上
承認 

･自主臨床試験の実施の妥当性について審議した。 
【修正すべき事項】 

 ①研究概要の通常診療範囲内を範囲外に修正してください 

②循環 DNA の計測に関して説明文書にも記載してください 

【委員会からの要望】 

この研究は、特定臨床研究の分類にあたる可能性があるため、研究責任医師に確認して下さい。 

議題 3 

切除不能・再発大腸癌に対する regorafenib escalation 療法：多施設共同第 II 相試験  

【審議時間／15：35～15：45】              

修正の上
承認 

･自主臨床試験の実施の妥当性について審議した。 
【修正すべき事項】 

 ①研究概要の通常診療範囲内を範囲外に修正してください 

②循環 DNA の計測に関してスケジュール表の欄外に記載してあるがスケジュール表に記載して 

ください。 

③80mg を下限とし、それ以下の投与は行わない事をプロトコルと説明文書に記載してください。 

【委員会からの要望】 

この研究は、特定臨床研究の分類にあたる可能性があるため、研究責任医師に確認して下さい。 

議題 4 

リキッドバイオプシーを用いた切除不能 RAS野生型大腸癌に対する抗 EGFR 抗体の効果

予測  

【審議時間／15：46～16：14】              

修正の上
承認 

･自主臨床試験の実施の妥当性について審議した。 
【修正すべき事項】 

 ①研究概要の通常診療範囲内を範囲外に修正してください。 

②プロトコル、説明文書共に短縮用語や専門用語が多すぎます。 

③この研究に対する患者さんの不利益に関してリキッドバイオプシーに関しての記載がありません。 

記載してください。 

④【目的】【研究方法】【説明文書】に記載されているリキッドバイオプシーの測定時期及び回数が 

異なっています。表現方法を統一してください。 

 ⑤説明文書の表紙【病院長】の記載に無駄なスペースがある。 

 ⑥薬剤に関して先発品しか記載されていない。後発品に切り替えている部分も当院にはあるので 

一般名などで記載をしてください。それによって COI も変わってくるので再度確認してください。 

【委員会からの要望】 

この研究は、特定臨床研究の分類にあたる可能性があるため、研究責任医師に確認して下さい。 
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議題 5 

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 

グラクソ･スミスクライン株式会社の依頼による過活動膀胱患者を対象とした

GSK1358820 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。(2 件) 

議題 7 

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。(6 件) 

・当院で発生時した重篤な有害事象の報告（第 1 報、第 2 報、第 3 報、計 3 件）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 8 

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  

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。(3 件) 

・当院で発生時した重篤な有害事象の報告（第 1 報、第 2 報、第 1 報、計 3 件）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 9 

グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼による原発性胆汁性胆管炎（PBC）に伴う中等

度から重度のそう痒症を有する成人の治療を目的とした GSK2330672 の一定範囲の用量

の有効性、安全性、及び忍容性を評価する試験 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 10 

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。 

・治験薬概要書の改訂、被験者募集手順の追加に基づき、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 11 

グラクソ・スミスクライン株式会社の依頼によるエンテカビル水和物で治療されている

HBe 抗原陽性かつ HBV-DNA 検出限界以下の B 型慢性肝疾患を対象としたテノホビルジ

ソプロキシルフマル酸塩への切り替え試験-多施設共同、単群、製造販売後臨床試験- 
承認 ・治験実施状況報告書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。 

・試験実施計画書改訂に基づき、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。 

 

 

■報告事項  以下について報告された。 

製造販売後調査 終了 

消化器内科 糸川 典夫 

17-042 特定副作用の症例調査（間質性肺炎）アブラキサン点滴静注用 100mg 

薬剤部    實川 東洋 

17-044 イオプロミド 300 注シリンジ 100ml「FRI」副作用・感染症 詳細調査 

泌尿器科  鈴木 康友 

15-031 イクスタンジカプセル 40mg 長期特定使用成績調査 
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自主臨床試験 終了 

呼吸器内科 田中 庸介 

527015 
EGFR 遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバシズマブ+エルロチニブ併用

療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験【NEJ026】 

消化器内科 糸川 典夫 

528007 
Genotype1 の C 型慢性肝炎に対する ombitasvir/paritaprevir 併用療法（ヴィキラックス配合錠®）の治療

効果についての検討 

消化器内科 糸川 典夫 

526012 肝硬変における体液貯留に対するトルバプタンの安全性と有効性、治療効果予測因子の検討 

消化器内科 秋元 直彦 

529006 内視鏡的粘膜下層剥離術におけるデクスメデトミジンの副作用抑制に関する検討 

 

迅速審査報告 

実施日 議題番号 
課題名又は薬剤名 審査 

結果 審査内容 

2018/ 

7/19 

議題 1 

アバンシィプリロード 1P(YP2.2，CP2.2)(挿入器付後房レンズ) 

アバンシィ 1P(NS1, US1)A 定数調査 承認 
製造販売後調査／継続･変更(分担医師削除:明尾慶一郎 追加:大石典子、添付文書) 

議題 2 
ジャカビ錠(ルキソリチニブリン酸塩)ジャカビ錠特定使用成績調査(骨髄線維症) 

承認 
製造販売後調査／継続・変更(調査実施要綱改定、分担医師 削除:山中 聡 追加:木下量介) 

議題 3 
ジャカビ錠(ルキソリチニブリン酸塩)ジャカビ錠 特定使用成績調査(真性多血症) 

承認 
製造販売後調査／継続・変更(調査実施要綱改定、分担医師 削除:山中 聡 追加:木下量介) 

議題 4 

コパキソン皮下注 20mg シリンジ(グラチラマー酢酸塩)コパキソン皮下注 20mg 

シリンジ特定使用成績調査(全例調査) 承認 

製造販売後調査／継続･変更(分担医師 削除:江畑琢也) 

議題 5 

ヴィキラックス配合錠／レベトールカプセル 200mg(オムビタスビル水和物、パリタプレビル

水和物、リトナビル／リバビリン)ヴィキラックス配合錠／レベトールカプセル 200mg 特定

使用成績調査 
承認 

製造販売後調査／変更／(分担医師 削除:近藤千紗，新井泰央追加:吉田祐士) 

議題 6 

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／変更／(分担医師 削除:新井泰央) 

議題 7 

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 承認 

自主臨床試験／継続 

議題 8 

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

(TORG1632) 承認 

自主臨床試験／継続･変更 (実施計画書、登録適格性確認書、同意説明文書) 

議題 9 
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 
治験／変更／(他院紹介レター) 

2018/ 

7/26 

議題 10 

スピオルトレスピマット 28 吸入･60 吸入(チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩

酸塩)スピオルトレスピマット特定使用成績調査（長期投与） 承認 

製造販売後調査／継続 

議題 11 

プリズバインド静注液 2.5g（イダルシズマブ（遺伝子組換え））プリズバインド静注液 使用

成績調査（全例調査) 
承認 

製造販売後調査／継続･変更（分担医師 削除:太田恵介、村田智洋  

追加:井関陽平、山田直輝） 
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2018/ 

7/26 

議題 

ディアコミットドライシロップ分包 250mg･500mg・カプセル 250mg（スチリペントール） 

ディアコミット使用成績調査 承認 

製造販売後調査／継続･変更（実施要綱改定） 

議題 
モゾビル皮下注 24mg（プレリキサホル）モゾビル皮下注 24mg 使用成績調査 承認 

(条件有) 製造販売後調査／新規 

議題 

ヌーカラ皮下注用 100 ㎎（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 

ヌーカラ皮下注用 100 ㎎（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 

ダラザレックス点滴静注 100mg、400mg（ダラツムマブ（遺伝子組換え））ダラザレックス

点滴静注 100mg、400mg 特定使用成績調査（再発又は難治性の多発性骨髄腫） 
承認 

(条件有) 
製造販売後調査／新規 

2018/ 

8/6 

議題 

アグリリンカプセル 0.5mg(アナグレリド塩酸塩水和物) 

アグリリンカプセル 0.5mg 使用成績調査 承認 

製造販売後調査／継続･変更(分担医師削除:山中聡 追加:木下量介) 

議題 

カイプロリス点滴静注用 10mg、40mg(カルフィルゾミブ) 

カイプロリス使用成績調査〔再発又は難治性の多発性骨髄腫〕 承認 

製造販売後調査／継続･変更(分担医師削除:山中聡 追加:木下量介) 

議題 

ベンリスタ点滴静注用 120mg、400mg ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター、シ

リンジ 

(ベリムマブ(遺伝子組換え)) 

ベンリスタ点滴静注用ベンリスタ皮下注特定使用成績調査 

承認 

(条件有) 
製造販売後調査／新規 

議題 

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相臨床試験

【ALL-B12】 承認 

自主臨床試験／変更（実施計画書、説明同意文書） 

議題 

C 型慢性肝炎に関する Glecaprevir/Pibrentasvir 併用療法の安全性と有効性の検討～血液透

析患者を含めて～ 承認 

自主臨床試験／変更(責任医師:新井泰央→糸川典夫、実施計画書) 

議題 

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／審査結果に関する報告書 

2018/ 

8/20 

議題 
イグザレルト錠 有害事象報告書 

承認 

製造販売後調査／新規 

議題 

C 型慢性肝炎に対する Glecaprevir/Pibrentasvir 併用療法の安全性と有効性の検討～血液透

析患者を含めて～ 承認 

自主臨床試験／変更(参加施設の追加) 

議題 

IL28B 遺伝子多型及び C 型肝炎ウイルス NS5A 耐性変異に基づいた C 型肝炎個別化治療の

試み 承認 

自主臨床試験／継続･変更(責任医師:新井泰央→糸川典夫 分担医師削除: 糸川典夫) 

議題 

Genotype2 の C 型慢性肝炎に対するソホスブビル・リバビリン併用療法における治療効果と

発癌予防効果に関する検討 承認 

自主臨床試験／継続･変更(責任医師:新井泰央→糸川典夫 分担医師削除: 糸川典夫) 

議題 

消化器領域における急性期疾患に伴うDICに対する遺伝子組み換えトロンボモジュリンの治

療効果についての検討 承認 

自主臨床試験／継続･変更(責任医師:新井泰央→糸川典夫分担医師削除: 糸川典夫) 

議題 

C 型慢性肝炎症例における骨代謝異常およびサルコペニアの実態と抗ウイルス療法が与える

影響についての検討 承認 

自主臨床試験／継続･変更(分担医師削除：新井泰央) 

議題 

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 承認 

自主臨床試験／継続･変更(分担医師削除：新井泰央) 
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2018/ 

9/4 

議題 

フィコンパ錠 特定使用成績調査 

―部分発作（二次性全般化発作を含む）又は強直間代発作を有する小児てんかん患者に対す
るフィコンパ錠長期投与時の安全性及び有効性に関する調査― 承認 

製造販売後調査／継続･変更(分担医師 削除:小泉慎也 追加:宮武千晴、藤井秀一) 

議題 
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 承認 

(条件有) 検査結果提供プログラム／新規 

議題 
エムプリシティ点滴静注用 300mg・400mg 特定使用成績調査 

承認 
製造販売後調査／継続･変更(分担医師 削除:山中 聡、追加:木下量介、調査実施要綱) 

議題 

小児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) 

承認 

自主臨床試験／変更(実施計画書、同意説明文書) 

2018/ 

9/11 

議題 

オテズラ錠 10mg、20mg、30mg 

(アプレミラスト) 

オテズラ錠使用成績調査 

承認 

製造販売後調査／継続･変更(添付文書，インタビューフォーム) 

議題 

ポテリジオ点滴静注 20mg(モガムリズマブ(遺伝子組換え)) 

ポテリジオ点滴静注 20mg 特定使用成績調査 
承認 

(条件有) 
製造販売後調査／新規 

議題 

レルベア 100エリプタ(ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸

エステル) 

レルベア 100 エリプタ特定使用成績調査(COPD、長期) 

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。 


