
第153回臨床受託研究審査委員会・会議記録の概要 
 

開催日時：平成22年4月19日（月）16:00〜18:15 

開催場所：中央診療棟3階会議室 

出席委員：若林俊彦、大宮直木、竹田伸、河田健司、豊國伸哉、葛谷孝文、鈴

木三栄子、小久保勲、坪井直志、大屋雄裕、沢登文治 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第152回臨床受託研究審査委員会(平成22年3月15日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

平成22年3月に申請された新規の1件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。大屋委員よ

り、男性の被験者が避妊する必要があるのであれば、説明文書に明記することといった指

摘があり、追記すると治験担当医師から回答された。審議の結果、第220004号は臨床受託

研究として承認された。 

 

2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した9件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 

・第210034号[1][2][3]： 甲状腺

癌患者を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成22年3月25日、平成22年4月1日および平成22年4月13日付で報告された『重篤な有害

事象に関する報告書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210034号

は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210035号[1][2][3][4]：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学

療法部（第Ⅰ相） 

平成22年3月26日、平成22年3月30日、平成22年4月14日および平成22年4月15日付で報告

された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議

の結果、第210035号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第203002号[1][2]： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後

臨床試験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅳ相） 

平成22年4月13日および平成22年4月16日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第203002号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した81件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、
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審議された。 

・第 180070 号：IFN 治療歴のある C 型慢性肝炎患者を対象とした SCH 54031 の単独投与臨床

試験 ：シェリング・プラウ(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180070 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[1]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 18 日付で報告された重篤な有害事象(気管支炎)が、提出された『安全性

情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[2]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[3]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 18 日付で報告された重篤な有害事象(痙攣)が、提出された『安全性情報

等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は

臨床受託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[4]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 31 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第 180071 号[5]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第180076号：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法における

多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ

相） 

平成 22 年 3 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第 190023 号：多発性硬化症を対象とした GGS とプラセボによる多施設共同ランダム化二

重盲検並行群間比較用量設定試験(検証的試験) ：帝人ファーマ(株) ：神経内科（第Ⅱ
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相） 

平成 22 年 3 月 3日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190023 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 3日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[3]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190044 号：C型代償性肝硬変を対象とした SCH 54031+リバビリン併用投与試験 ：

シェリング・プラウ(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190044 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 3 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190055 号：全身型重症筋無力症を対象とした GB-0998 の無作為化比較試験 ：(株)ベ

ネシス ：神経内科（第Ⅲ相） 

平成22年3月29日付で報告された研究報告が、提出された『安全性情報等に関する報告

書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第190055号は臨床受託研究の継

続が承認された。 

・第200008号：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投与の

有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化第Ⅲ

相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 
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平成 22 年 3月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200014号[1]： の に対する二重盲検比較試験 ：興和(株) ：血管

外科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200014号[2]： の に対する二重盲検比較試験 ：興和(株) ：血管

外科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200017号：C型代償性肝硬変患者を対象としたHLBIの臨床試験 ：大日本住友製薬

(株) ： （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200017 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[1]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/02/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200019号[2]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/03/01 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200020号[1]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/02/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200020号[2]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、
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並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/03/01 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200022号：C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグインター

フェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200022 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200023号：C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグイン

ターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200023 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 9日付で報告された重篤な有害事象および措置報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200026 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200027号[1]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200027号[2]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200028号[1]：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ

相比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 2日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200028号[2]：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ

相比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号[1]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし
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たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/02/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200029号[2]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/03/01 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[1]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/02/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[2]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告(2010/03/01 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された重篤で予測できない有害事象が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210004

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 3 月 4日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関
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する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210006号[1]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅱ/Ⅲ相、多施設

共同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210006号[2]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅱ/Ⅲ相、多施設

共同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210007号[1]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅲ相、多施設共

同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器内

科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210007号[2]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅲ相、多施設共

同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器内

科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210008号：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)

の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：消化器

内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 15 日付で報告された再審査結果等が、提出された『安全性情報等に関す
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る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受託

研究の継続が承認された。 

・第210010号[3]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：循環器内科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210013 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210014号：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照比

較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 11 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210014 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210016号[1]：DE-109(シロリムス)注射液 における滲出型加

齢黄斑変性を対象とした  －第Ⅰ/Ⅱ

相、探索的試験－ ：参天製薬(株) ：眼科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210016号[2]：DE-109(シロリムス)注射液 における滲出型加

齢黄斑変性を対象とし  －第Ⅰ/Ⅱ

相、探索的試験－ ：参天製薬(株) ：眼科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年3月10日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年3月19日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研
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究の継続が承認された。 

・第210017号[3]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年3月29日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210018号：MD-0701 肺動脈性肺高血圧症 第Ⅱ/Ⅲ相試験 ：持田製薬(株) ：循環器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成22年3月25日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210018号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210019号[1]：抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するプラセボを対照とし

た多施設共同二重盲検無作為化並行群間比較試験 ：小野薬品工業(株) ：呼吸器内科 

（第Ⅲ相） 

平成22年3月1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210019号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210019号[2]：抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するプラセボを対照とし

た多施設共同二重盲検無作為化並行群間比較試験 ：小野薬品工業(株) ：呼吸器内科 

（第Ⅲ相） 

平成22年3月11日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210019号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210019号[3]：抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するプラセボを対照とし

た多施設共同二重盲検無作為化並行群間比較試験 ：小野薬品工業(株) ：呼吸器内科 

（第Ⅲ相） 

平成22年3月31日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210019号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

平成22年4月5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210023号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年3月10日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年3月19日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年3月29日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研
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究の継続が承認された。 

・第210029号[1]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210029号[2]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210029号[3]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210030号：多発性硬化症を対象としたGGSの多施設共同一般臨床試験 ：帝人ファーマ

(株) ：神経内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 3 月 3日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 9日付で報告された重篤な有害事象および措置報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210033 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[1]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 3日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[2]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 3日付で報告された重篤な有害事象および研究報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210036 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210036号[3]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[4]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

10/14 



Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 192002 号[1]：TAP-144-SR(3M)の球脊髄性筋萎縮症患者に対する第Ⅲ相試験(長期継続

投与試験) ：自ら治験を実施する者 ：神経内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 192002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 192002 号[2]：TAP-144-SR(3M)の球脊髄性筋萎縮症患者に対する第Ⅲ相試験(長期継続

投与試験) ：自ら治験を実施する者 ：神経内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 3 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 192002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 3 月 25 日付で報告された有害事象が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、竹田委員を委員長

代理として行った。 

・第203002号： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後臨床試

験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 3 月 15 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 203002 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第213001号： フィラデル

フィア染色体陽性(Ph＋)慢性期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの

第Ⅳ相試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：血液内科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 3 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 213001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

 

4．プロトコール等の変更  

5件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第200026号：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが治験担当医師から説明された。審議

の結果、第200026号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210012号：AJG501の 潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験 ：味の

素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書、契約書等の変更であることが審査委

員長から説明された。審議の結果、第210012号の臨床受託研究の治験実施計画等の変更が

承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書等の変更であることが審査委員長から
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説明された。なお、こころとからだの質問表は、版権の問題によりデザインが多少変更に

なる可能性があることについて審査委員長から説明された。審議の結果、第210023号の臨

床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210033号：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験分担医師、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第210033号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210034号： 甲状腺癌患者を

対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210034号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

 

5．直接閲覧を伴うモニタリング報告  

1件の直接閲覧を伴うモニタリングの報告が、審査委員長から説明された後、審議され

た。 

・第 192002 号：TAP-144-SR(3M)の球脊髄性筋萎縮症患者に対する第Ⅲ相試験(長期継続投与

試験) ：自ら治験を実施する者 ：神経内科（第Ⅲ相） 

平成22年1月22日および同年2月26日に実施された直接閲覧を伴うモニタリングにおいて

本治験が省令及び治験実施計画書を遵守して実施されていることが提出された『モニタリ

ング報告書』に基づき、審査委員長から説明された。なお、本報告は最終報告であり、同

日に本治験の終了届けが提出されていることも確認された。 

 

Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年3月2日～平成22年4月2日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における47件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 

（1）治験担当医師の変更 

1)治験分担医師と契約書の変更 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第200014号：  興和(株) 血管外科 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株)  

第200022号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第200023号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第200026号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第210005号：LY573636 日本イーライリリー(株) 化学療法部 

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

第203002号：ゼローダ 中外製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

第203002号：ゼローダ 中外製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

第194061号：ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用 田辺三菱製薬(株) 総合診療科 

第194073号：サラジェン錠 キッセイ薬品工業(株) 歯科口腔外科 

第204045号：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 メルクセローノ(株) 化学療法部 

第214077号：トポテシン 第一三共(株) 産科婦人科 

2)調査責任医師・分担医師と契約書の変更 

第194001号：イヌリード注 富士薬品(株) 腎臓内科 

3)治験分担医師と契約書、実施計画書別紙の変更 
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第200013号：E5564 エーザイ(株) 集中治療部 

 

（2）治験実施計画書の変更 

1)治験実施計画書・別紙などの変更 

第180071号：ENA713D/ONO-2540 小野薬品工業(株) 老年科 

第190042号：BMS-188667 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

第190055号：GB-0998 ベネシス(株) 神経内科 

第210010号：GTH-42V 帝人ファーマ(株) 整形外科 

第210018号：MD-0701 持田製薬(株) 循環器内科 

 

（3）契約書、分担医師、覚書の変更 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

 

（4）契約書の変更 

第190023号：GGS 帝人ファーマ(株) 神経内科 

第200012号：AMG162 第一三共(株) 整形外科 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株)  

第200019号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200020号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200022号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第200023号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第200031号：KRN125 協和発酵キリン(株) 血液内科 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210024号：OPC-6535 大塚製薬(株) 消化器内科 

第210025号：N8 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 血液内科 

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第194048号：ヒューマトロープ 日本イーライリリー(株) 糖尿病・内分泌内科 

 

（5）実施体制の変更 

第180071号：ENA713D/ONO-2540 小野薬品工業(株) 老年科 

第200001号：E0302 エーザイ(株) 神経内科 

第200002号：E0302 エーザイ(株) 神経内科 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210006号：CNTO148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

第210007号：CNTO148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

第210019号：ONO-7847 小野薬品工業(株) 呼吸器内科 

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

 

（6）症例報告書の見本の変更 

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

 

（7）インタビューフォームの変更 

第213001号：AMN107 ノバルティス ファーマ(株) 血液内科 

 

1-2．臨床受託研究における2件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。 

第192002号：TAP-144-SR(3M) 自ら治験を実施する者 神経内科 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 
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1-3．臨床受託研究における2件の重篤な有害事象発生報告に対する迅速審査の結果、臨床受

託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

 

2．治験終了(中止・中断)報告書（製造販売後調査、臨床試験を含む）  

YM178：平成22年3月1日 報告 アステラス製薬(株) 泌尿器科 

「YM178第Ⅲ相試験－過活動膀胱患者を対象とした二重盲検群間比較試験－」 第210020号 

LBH589：平成22年3月17日 報告 ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

「日本人の成人進行固形癌患者を対象とするLBH589の 試

験」 第200007号 

KRP-108：平成22年3月19日 報告 杏林製薬(株) 呼吸器内科 

「ホルモテロールMDI 第Ⅱ相用量設定試験－成人気管支喘息患者に対する検討－」  

  第200021号 

TAP-144-SR(3M)：平成22年3月26日 報告 自ら治験を実施する者 神経内科 

「TAP-144-SR(3M)の球脊髄性筋萎縮症患者に対する第Ⅲ相試験(長期継続投与試験)」  

  第192002号 

ブロプレス錠：平成22年2月25日 報告 武田薬品工業(株) 循環器内科 

「ブロプレス錠 特定使用成績調査(慢性心不全：長期使用)」 第184066号、第194039号 

モディオダール錠：平成22年3月24日 報告 田辺三菱製薬(株) 耳鼻咽喉科 

「モディオダール錠 使用成績調査」 第204052号 

フェアストン錠：平成22年3月29日 報告 日本化薬(株) 乳腺・内分泌外科 

「フェアストン錠 使用成績調査」 第204037号 

プログラフ：平成22年3月30日 報告 アステラス製薬(株) 神経内科 

「プログラフ 使用成績調査(全身型重症筋無力症)」 

 第144098号、第154057号、第174008号、第184007号、第194007号 

 



第154回臨床受託研究審査委員会・会議記録 
 

開催日時：平成22年5月17日（月）16:00〜19:30 

開催場所：中央診療棟3階会議室 

出席委員：若林俊彦、豊國伸哉、大宮直木、竹田伸、坂英雄、河田健司、葛谷

孝文、鈴木三栄子、小久保勲、大屋雄裕、沢登文治 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第153回臨床受託研究審査委員会(平成22年4月19日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

平成22年4月に申請された新規の4件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220005号：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩の

アジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー(株) ：

精神科（第Ⅲ相） 

・第220006号：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩の

安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科（第

Ⅲ相） 

第220006号は第220005号に組み入れられた被験者を対象とした長期投与試験であること

から、第220005号および第220006号は同時に審議することとした。治験担当医師から治験

実施計画の概略について説明された後、審査した。a.AD/HDの患者から適切に同意を取得

することは可能か？、b.長期試験に移行する際、実薬群の被験者も初期用量から開始する

のか？、c.長期試験終了後の治療は？、d.遺伝子検査が必須条件になっているのは何故

か？といった質問に対して、a.可能であると考えている。また、本人から同意を取得する

ことが困難な被験者は組み入れない、b.初期用量からの開始となる、c.治験終了となる。

ただし、小児を対象とした治験と同様に、継続提供の措置がとられる可能性もある、d.代

謝酵素による影響を除外し、適切に有効性を評価するために必須としていると担当医師か

ら回答された。審議の結果、第220005号および第220006号は臨床受託研究として承認され

た。 

・第220007号：MRA-SCの関節リウマチ患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検並行群間比較試

験 ：中外製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。a.『説明文

書』p.22＜14.あなたに守っていただきたいことについて＞の中の に関する事項につ

いて、 限定である旨を記載すること、b.『治験に関わる補償制度の概要について』

p.3＜(4)補償の内容 ①医療費：＞の中に記載されている｢･･････自己負担限度額(収入に

よらず、一律、一ヶ月当たり80,100円とする)･･････。｣の部分について再考すること、c.

『治験に関わる補償制度の概要について』p.4＜(4)補償の内容 ⑤留意点＞の中の

｢･･････。また、救急・救命のためとの医師に判断により･･････。｣を｢･･････。また、救

急・救命のためとの医師の判断により･･････。｣に修正することといった指摘に対して、

a.､b.､c.修正すると担当医師から回答された。審議の結果、第220007号は臨床受託研究と

して承認された。 

・第220008号：日本人慢性心不全患者を対象としたエプレレノンの心血管イベント死及び心

不全による入院への効果を検討する第3相試験 ：ファイザー(株) ：循環器内科（第Ⅲ
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相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。a.主要評価お

よび副次評価項目のいずれにも薬物血中濃度との相関を評価する項目が設定されていな

い、また、プラセボ服用中の患者に多大な負担を強いることになるが、本当に必要なの

か？、b.動物実験の結果に甲状腺腫瘍の発現が認められているが、ヒトでの発現はないの

か？といった質問に対して、a.海外で実施されている試験と同調する必要があり、本邦で

も実施せざるを得ない、b.本治験薬は他の疾患で承認されており、市販後の報告において

も、本薬剤に起因して甲状腺腫瘍が発現したとの報告はないと担当医師から回答された。

審議の結果、第220008号は臨床受託研究として承認された。 

 

2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した4件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 

・第210027号[1][2]：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主

病(急性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血

液内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成22年5月6日および平成22年5月7日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210027号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

・第210035号[1][2]：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部

（第Ⅰ相） 

平成22年4月30日および平成22年5月1日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210035号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した71件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、

審議された。 

・第 180071 号[1]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[2]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[3]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[4]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 13 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第180076号：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法における

多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ

相） 

平成 22 年 4 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号[1]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチ

ニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号[2]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチ

ニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号[3]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチ

ニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200008号：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投与の

有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化第Ⅲ

相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 20 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[1]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/12 および 2010/03/15 作成)された重篤な有害事象

が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。

審議の結果、第 200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200019号[2]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200019号[3]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200020号[1]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/12 および 2010/03/15 作成)された重篤な有害事象

が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。

審議の結果、第 200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200020号[2]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 
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・第200020号[3]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200022号：C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグインター

フェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200022 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200023号：C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグイン

ターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200023 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200026 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200028号：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ相

比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号[1]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/12 および 2010/03/15 作成)された重篤な有害事象

が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。

審議の結果、第 200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200029号[2]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第
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200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200029号[3]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号[1]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/12 および 2010/03/15 作成)された重篤な有害事象

が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。

審議の結果、第 200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[2]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告(2010/03/24 作成)された重篤な有害事象が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[3]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210001 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210002 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 9日付で報告された重篤で予測できない有害事象および措置報告が、提

出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の

結果、第 210004 号は臨床受託研究の継続が承認された。 
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・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 15 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210005 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210006号[1]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅱ/Ⅲ相、多施設

共同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210006号[2]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅱ/Ⅲ相、多施設

共同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210007号[1]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅲ相、多施設共

同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器内

科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210007号[2]： 潰瘍性大腸炎患者を対象にgolimumab

の安全性及び有効性を評価することを目的とした第Ⅲ相、多施設共

同、ランダム化、プラセボ対照、二重盲検試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：消化器内

科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210008号：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)

の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：消化器

内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された再審査結果等が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受託

研究の継続が承認された。 

・第210010号[3]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210012号：AJG501の 潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験 ：味の

素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210013 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210014号：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照比

較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 8日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210014 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210015号[1]：JNJ-30979754(decitabine)の 臨床第

Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210015 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210015号[2]：JNJ-30979754(decitabine)の 臨床第

Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210015 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210016号：DE-109(シロリムス)注射液 における滲出型加齢黄

斑変性を対象とした  －第Ⅰ/Ⅱ相、探

索的試験－ ：参天製薬(株) ：眼科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210016 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年4月14日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年4月19日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[3]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年4月28日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年4月14日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年4月19日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年4月28日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210027号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210027 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210028号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の継続調査 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210031号：網膜中心静脈閉塞症(CRVO)に伴う黄斑浮腫患者に対するVEGF Trap-Eye硝子

体内反復投与の有効性、安全性および忍容性を、偽注射を対照として検討する二重盲検投

与無作為化第Ⅲ相試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 
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平成 22 年 4月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210031 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210033 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210035 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[1]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[2]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220002号：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動態

に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二重

盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 4 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[1]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[2]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 4 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 
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平成 22 年 4月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 4 月 21 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を

委員長代理として行った。 

・第203002号： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後臨床試

験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 4 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 203002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第213001号： フィラデル

フィア染色体陽性(Ph＋)慢性期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの

第Ⅳ相試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：血液内科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 4 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 213001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

 

4．プロトコール等の変更  

11件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第 190042 号：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並び

に DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性を

検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブリ

ストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第190042号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

本変更は、治験実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審

査委員長から説明された。審議の結果、第190046号の臨床受託研究の治験に関する変更が

承認された。 

・第210010号：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による検

証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第210010号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210013号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210022号：MC710(乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子)の血友病インヒビ

ター患者を対象とした多施設共同試験 ：(財)化学及血清療法研究所 ：血液内科 （第

Ⅱ相） 
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本変更は、実施計画書、説明文書・同意文書、症例報告書等の変更であることが審査委

員長から説明された。審議の結果、第210022号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認

された。 

・第210025号：治療歴のある血友病A患者を対象とした、出血の抑制及び治療におけるN8の

有効性及び安全性を検討する多施設共同、非盲検、非対照試験  サブ試験：血友病A患

者を対象とした手術中の出血の抑制及び治療におけるN8の有効性及び安全性の検討 ：ノ

ボ ノルディスクファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第210025号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210027号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第210027号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210028号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の継続調査 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第210028号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210030号：多発性硬化症を対象としたGGSの多施設共同一般臨床試験(継続投与試

験) ：帝人ファーマ(株) ：神経内科 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審

査委員長から説明された。審議の結果、第210030号の臨床受託研究の治験に関する変更が

承認された。 

・第210033号：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書、症例報告書等の変更であることが審査

委員長から説明された。審議の結果、第210033号の臨床受託研究の治験に関する変更が承

認された。 

・第220002号：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動態

に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二重

盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第220002号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

 

5．直接閲覧を伴うモニタリング報告  

1件の直接閲覧を伴うモニタリングの報告が、審査委員長から説明された後、審議され

た。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成22年3月18日に実施された直接閲覧を伴うモニタリングにおいて本治験が省令及び

治験実施計画書を遵守して実施されていることが提出された『モニタリング報告書』に基

づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第212001号は臨床受託研究（自らが実施

する治験）の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委

員を委員長代理として行った。 
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Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年4月7日～平成22年4月23日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における50件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 

（1）治験担当医師の変更 

1)治験分担医師と契約書の変更 

第190042号：BMS-188667 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

第190046号：GW786034 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 化学療法部 

第190061号：DE-102 参天製薬(株) 眼科 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第200019号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200020号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200026号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第200029号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200030号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210008号：D2E7 アボット ジャパン(株) 消化器内科 

第210011号：D2E7 アボット ジャパン(株) 整形外科 

第210014号：RFB002 ノバルティス ファーマ(株)  

第210015号：JNJ-30979754 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第210016号：DE-109 参天製薬(株) 眼科 

第210017号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210024号：OPC-6535 大塚製薬(株) 消化器内科 

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210027号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 

第210028号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 

第210034号：BAY43-9006 バイエル薬品(株) 化学療法部 

第210036号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

第213001号：AMN107 ノバルティス ファーマ(株) 血液内科 

2)調査責任医師・分担医師と契約書の変更 

第194003号：リプレガル 第日本住友製薬(株) 腎臓内科 

第214071号：オルメテック錠 第一三共(株) 腎臓内科 

3)調査責任医師・分担医師と契約書、調査実施要綱の変更 

第204029号：ﾘｺﾓｼﾞｭﾘﾝ点滴静注用 旭化成ファーマ(株) 集中治療部 

4)調査分担医師と契約書、調査実施要綱の変更 

第204029号：ﾘｺﾓｼﾞｭﾘﾝ点滴静注用 旭化成ファーマ(株) 集中治療部 

第204030号：ﾘｺﾓｼﾞｭﾘﾝ点滴静注用 旭化成ファーマ(株) 血液内科 

5)治験分担医師と契約書、実施計画書別紙の変更 

第180076号：D2E7 アボット ジャパン(株) 消化器内科 

6)治験分担医師と契約書、治験薬概要書の変更 

第210005号：LY573636 日本イーライリリー(株) 化学療法部 

第210014号：RFB002 ノバルティス ファーマ(株)  

7)治験分担医師と契約書、実施体制の変更 

第200027号：IDEC-C2B8 全薬工業(株) 血液内科 

8)治験分担医師と契約書、説明文書・同意文書、治験実施計画書の変更 

第200028号：AJM300 味の素製薬(株) 消化器内科 

9)治験分担医師と契約書、治験実施計画書別紙、添付文書の変更 

第200009号：NN1731 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 
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（2）治験実施計画書の変更 

1)治験実施計画書・別紙などの変更 

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210002号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210008号：D2E7 アボット ジャパン(株) 消化器内科 

第210034号：BAY43-9006 バイエル薬品(株) 化学療法部 

2)治験実施計画書、治験薬概要書などの変更 

第190023号：GGS 帝人ファーマ(株) 神経内科 

 

（3）治験薬概要書の変更 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第200027号：IDEC-C2B8 全薬工業(株) 血液内科 

 

（4）契約書の変更 

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

第203002号：ゼローダ 中外製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

第204046号：アドベイト バクスター(株) 輸血部 

第214070号：オルメテック錠 第一三共(株) 老年科 

 

（5）実施体制の変更 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株)  

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210015号：JNJ-30979754 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第210029号：ITM-014 帝人ファーマ(株) 糖尿病・内分泌内科 

 

（6）症例報告書の見本の変更 

第220001号：PNRD ニプロ(株) 手の外科 

 

1-2．臨床受託研究における1件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

 

2．治験終了(中止・中断)報告書（製造販売後調査、臨床試験を含む）  

BK-4SP：平成22年3月31日 報告 (財)阪大微生物病研究会 小児科 

「BK-4SPの健康小児を対象とした第Ⅱ相試験」 第200006号 

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液：平成22年4月13日 報告  

 (株)大塚製薬 整形外科 

「アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液使用成績調査(脊髄疾患手術症例)」 第214018号 

ONO-7847：平成22年4月14日 報告 小野薬品工業(株) 呼吸器内科 

「ONO-7848第Ⅲ相試験 抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐の予防に対するプラセボを

対照とした多施設共同二重盲検無作為化並行群間比較試験」 第210019号 

 

3．臨床試験研究終了報告  

第208053号：平成22年4月7日 終了報告 消化器外科二 

「フェンタニル経皮吸収型癌疼痛治療剤の消化器癌における癌疼痛治療有用性の探索的

検討」 
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4．医薬品開発中止等の報告 

4-1.開発の中止  

IPD-1151T：平成22年4月5日 報告 大鵬薬品工業(株) 泌尿器科 

「IPD-1151Tの間質性膀胱炎に対する第Ⅲ相試験」 第180047号 

 

5.被験者の募集広告に関する資料 

第210033号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

「JNJ-26866138(ボルテミゾブ)の

を対象とした国際共同第Ⅱ相試験」 

 



第155回臨床受託研究審査委員会・会議記録の概要 
 

開催日時：平成22年6月21日（月）16:00〜19:00 

開催場所：東病棟8階大会議室 

出席委員：若林俊彦、豊國伸哉、大宮直木、河田健司、葛谷孝文、鈴木三栄

子、小久保勲、大屋雄裕、沢登文治 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第154回臨床受託研究審査委員会(平成22年5月17日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

平成22年5月に申請された新規の5件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220009号：糖尿病黄斑浮腫(DME)患者を対象とした0.3mgペガプタニブナトリウムの有効

性および安全性をsham投与と比較する第Ⅲ相、多施設共同、無作為化、二重盲検、並行群

間比較(24週間)および0.3mgペガプタニブナトリウムの安全性を確認する非盲検(30週間)

試験 ：ファイザー(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220009号は臨床受託研究として承認された。 

・第220010号：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武田

薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審査委員よ

り、『説明文書』p.18＜14.あなたに守っていただきたいことについて＞の中の避妊に関

する事項について、女性限定である旨を記載することといった指摘があり、修正すると担

当医師から回答された。審議の結果、第220010号は臨床受託研究として承認された。 

・第220011号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした短期投与試験 ：大

塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

・第220012号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした長期継続投与試

験 ：大塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

第220012号は第220011号に組み入れられた被験者を対象とした長期投与試験であること

から、第220011号および第220012号は同時に審議することとした。治験担当医師から治験

実施計画の概略について説明された後、審査した。a.海外の臨床試験において、主な副作

用として挙げられている錐体外路症状(発現率：17.3%(短期試験)、19.2%(長期試験))が日

本で行われた治験の結果には挙げられていない。錐体外路障害の発現に関して人種差があ

るのか？、b.統合失調症の患者は基本的に入院して治療することになるのか？といった指

摘に対して、a.人種差があるかどうかは不明である、b.ほとんどの患者が入院加療が必要

であると担当医師から回答された。審議の結果、第220011号および第220012号は臨床受託

研究として承認された。 

・第220013号： 関節リウマチ患者を対象と

した SBI-087の有効性及び安全性を評価する

試験 ：ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220013号は臨床受託研究として承認された。 
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2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した8件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 

・第 190046 号[1][2]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラ

パチニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成22年6月4日および平成22年6月18日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第190046号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：血管

外科 （第Ⅲ相） 

平成22年6月4日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、事務局か

ら説明された。審議の結果、第210004号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1][2]： 第Ⅰ相試

験 ：日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成22年5月31日および平成22年6月18日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210005号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

・第210008号[1][2]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成22年5月28日および平成22年6月3日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210008号は臨床受託研究の

継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210027号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成22年6月15日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、事務局

から説明された。審議の結果、第210027号は臨床受託研究の継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した86件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、

審議された。 

・第 180071 号[1]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 180071 号[2]：ENA713D/ONO-2540 経皮吸収型製剤 1日 1 回のアルツハイマー型認知症患

者(MMSE10-20)に対する有効性、安全性、忍容性について評価する 24 週間投与、多施設共

同、無作為割付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する

52 週間非盲検継続投与試験 ：小野薬品工業(株) ：老年科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 21 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180071 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第180076号：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法における

多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第 190024 号：慢性関節リウマチに対する T-614 の臨床第Ⅲ相長期投与試験 ：富山化学

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190024 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号[1]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチ

ニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 5 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号[2]：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチ

ニブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 5 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190046 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190061 号：DE-102 注射用の糖尿病黄斑浮腫を対象とした第Ⅰ/Ⅱ相試験 －安全性及び

有効性に関する探索的試験－ ：参天製薬(株) ：眼科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 10 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190061 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200001号：E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する臨床第Ⅱ/Ⅲ相試験 ：エーザイ

(株) ：神経内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 11 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200001 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200002号：E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する長期投与試験 ：エーザイ(株) ：神

経内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 11 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200002 号は臨床受託研究
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の継続が承認された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 21 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[1]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[2]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200019号[3]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/04/27 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200019号[4]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/05/06 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200019 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200019号[5]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 
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平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(集積報告書：2010/05/10 作成、症

例一覧：2010/05/06 作成)が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審

査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受託研究の継続が承認され

た。 

・第200019号[6]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200020号[1]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200020号[2]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200020号[3]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/04/27 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200020号[4]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/05/06 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200020 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200020号[5]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(集積報告書：2010/05/10 作成、症

例一覧：2010/05/06 作成)が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審

査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受託研究の継続が承認され

た。 

・第200020号[6]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投
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与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 25 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200027号：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とした

IDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200028号：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ相

比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号[1]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200029号[2]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200029号[3]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/04/27 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

6/17 



・第200029号[4]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/05/06 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200029 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200029号[5]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(集積報告書：2010/05/10 作成、症

例一覧：2010/05/06 作成)が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審

査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受託研究の継続が承認され

た。 

・第200029号[6]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200030号[1]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号[2]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 18 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200030号[3]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/04/27 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[4]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性
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を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(2010/05/06 作成)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200030 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200030号[5]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された重篤な有害事象(集積報告書：2010/05/10 作成、症

例一覧：2010/05/06 作成)が、提出された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審

査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受託研究の継続が承認され

た。 

・第200030号[6]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 5 月 20 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第210008号：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)

の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：消化器

内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210013 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210014号：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照比

較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210015号：JNJ-30979754(decitabine)の 臨床第Ⅰ/

Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210015 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210016号：DE-109(シロリムス)注射液 おける滲出型加齢黄

斑変性を対象とした  －第Ⅰ/Ⅱ相、探

索的試験－ ：参天製薬(株) ：眼科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 
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平成22年5月11日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年5月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[3]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年5月25日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[4]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年5月28日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210018号：MD-0701 肺動脈性肺高血圧症 第Ⅱ/Ⅲ相試験 ：持田製薬(株) ：循環器

内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成22年5月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210018号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

平成22年5月31日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210023号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年5月11日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年5月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年5月25日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[4]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年5月28日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安全
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性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210027号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210027 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210028号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の継続調査 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210029号[1]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210029号[2]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 25 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[1]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等(2009/11～2010/2 分)が、提出さ

れた『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結

果、第 210034 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[2]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等(2010/3 分)が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[3]： 甲状腺癌患者
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を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等(2010/4/14 分)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210034 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[4]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等(2010/4/27 分)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210034 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[5]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等(2010/5/13 分)が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210034 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

＊第210034号は一部の安全性報告の提出が遅れており、これまでの依頼者からの安全性情報

の伝達方法と再度防止に向けた業務改善点について、提出された報告書に基づき内容を確

認した。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成 22 年 5 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210035 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[1]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[2]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220002号：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動態

に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二重

盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[1]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[2]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

12/17 



平成 22 年 5月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

平成 22 年 5 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第220008号：日本人慢性心不全患者を対象としたエプレレノンの心血管イベント死及び心

不全による入院への効果を検討する第3相試験 ：ファイザー(株) ：循環器内科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 6 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 5 月 13 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を

委員長代理として行った。 

・第203002号： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後臨床試

験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 5 月 12 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 203002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第213001号： フィラデル

フィア染色体陽性(Ph＋)慢性期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの

第Ⅳ相試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：血液内科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 5 月 27 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 213001 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

 

4．プロトコール等の変更  

11件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第180076号：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法における

多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ

相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第180076号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。な

お、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とした

CDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試験)

からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検討

する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第200029号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第200030号：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし
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たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003試

験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性を

検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第200030号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210008号[1]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書(自己注射)の変更であることが審査委員長から説明され

た。審議の結果、第210008号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。なお、本

報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210008号[2]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第210008号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。な

お、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210017号：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210017号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210025号：治療歴のある血友病A患者を対象とした、出血の抑制及び治療におけるN8の

有効性及び安全性を検討する多施設共同、非盲検、非対照試験  サブ試験：血友病A患

者を対象とした手術中の出血の抑制及び治療におけるN8の有効性及び安全性の検討 ：ノ

ボ ノルディスクファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅲ相） 

本変更は、バイアルの溶解方法および被験者日誌の記入方法の変更であることが審査委

員長から説明された。審議の結果、第210025号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認

された。 

・第210026号：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：ファイ

ザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210026号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220003号：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とした非

盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、治験に係る補償制度の概要についての変更であることが審

査委員長から説明された。審議の結果、第220003号の臨床受託研究の治験に関する変更が

承認された。 

・第220005号：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩の

アジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー(株) ：

精神科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第220005号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220006号：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩の

安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科（第

Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第220006号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 
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5．直接閲覧を伴うモニタリング報告  

1件の直接閲覧を伴うモニタリングの報告が、審査委員長から説明された後、審議され

た。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成22年4月23日および平成22年4月26日に実施された直接閲覧を伴うモニタリングにお

いて本治験が省令及び治験実施計画書を遵守して実施されていることが提出された『モニ

タリング報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第212001号は臨床

受託研究（自らが実施する治験）の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長

一時退席の上、豊國委員を委員長代理として行った。 

 

 

Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年4月26日～平成22年6月7日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における61件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 

（1）治験担当医師の変更 

1)治験分担医師、契約書の変更 

第190024号：T-614 富山化学工業(株) 整形外科 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第200016号：S-1 大鵬薬品工業(株) 産科婦人科 

第210006号：CNTO148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

第210007号：CNTO148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

第210018号：MD-0701 持田製薬(株) 循環器内科 

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210031号：BAY86-5321 バイエル薬品(株) 眼科 

第220004号：  エーザイ(株)  

第203002号：ゼローダ 中外製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

2)調査責任医師・分担医師、契約書の変更 

第194095号：ディオバン ノバルティス ファーマ(株) 腎臓内科 

第204014号：ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用 中外製薬(株) 腎臓内科 

第204015号：ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用 中外製薬(株) 腎臓内科 

3)調査分担医師、契約書の変更 

第204011号：ネクサバール錠 バイエル薬品(株) 泌尿器科 

第214005号：タイロゲン筋注用 佐藤製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

第214036号：タシグナカプセル ノバルティス ファーマ(株) 血液内科 

第214037号：ネオーラル ノバルティス ファーマ(株) 皮膚科 

第214054号：ﾈｵｰﾗﾙ/ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝ ノバルティス ファーマ(株) 泌尿器科 

第214057号：アンプラーグ 田辺三菱製薬(株) 整形外科 

第214059号：アンプラーグ 田辺三菱製薬(株) 腎臓内科 

第224004号：da Vinciｻｰｼﾞｶﾙｼｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ(株) 消化器外科一 

4)調査責任医師、調査実施要綱、契約書の変更 

第214064号：ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠 ノバルティス ファーマ(株) 小児科 

第214065号：ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠 ノバルティス ファーマ(株) 小児科 

5)調査分担医師、調査実施要綱、契約書の変更 

第194013号：ボトックス注 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 神経内科 

第204042号：ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠 ノバルティス ファーマ(株) 血液内科 
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第214035号：ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠 ノバルティス ファーマ(株) 血液内科 

 

（2）治験実施計画書の変更 

第180071号：ENA713D/ONO-2540 小野薬品工業(株) 老年科 

第190055号：GB-0998 ベネシス(株) 神経内科(4/26付) 

第190055号：GB-0998 ベネシス(株) 神経内科(5/31付) 

第200012号：AMG162 第一三共(株) 整形外科 

第200013号：E5564 エーザイ(株) 集中治療部 

第200016号：S-1 大鵬薬品工業(株) 産科婦人科 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株) (5/10付) 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株) (5/25付) 

第200019号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200020号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210002号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210011号：D2E7 アボット ジャパン(株) 整形外科 

第210017号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210018号：MD-0701 持田製薬(株) 循環器内科 

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210027号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 

第210028号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 

第210031号：BAY86-5321 バイエル薬品(株) 眼科 

第220004号：  エーザイ(株)  

第203002号：ゼローダ 中外製薬(株) 乳腺・内分泌外科 

第194047号：HRD 日本アルトマーク(株) 輸血部 

 

（3）治験薬概要書の変更 

第190061号：DE-102 参天製薬(株) 眼科 

第200026号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第210016号：DE-109 参天製薬(株) 眼科 

第210029号：ITM-014 帝人ファーマ(株) 糖尿病・内分泌内科 

 

（4）契約書の変更 

第200027号：IDEC-C2B8 全薬工業(株) 血液内科 

第210021号：NN7999 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210036号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

第204008号：ギャバロン髄注 第一三共(株) 整形外科 

第214068号：オルメテック錠 第一三共(株) 脳神経外科 

 

（5）実施体制の変更 

第210019号：ONO-7847 小野薬品工業(株) 呼吸器内科 

第210034号：BAY43-9006 バイエル薬品(株) 化学療法部 

 

1-2．臨床受託研究における1件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 
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2．治験終了(中止・中断)報告書（製造販売後調査、臨床試験を含む）  

ENA713D/ONO-2540：平成22年5月17日 報告 小野薬品工業(株) 老年科 

「ENA713D/ONO-2540経皮吸収型製剤1日1回のアルツハイマー型認知症患者(MMSE10-20)に

対する有効性、安全性、忍容性について評価する24週間投与、多施設共同、無作為割

付、プラセボ対照、二重盲検並行群間比較、用量設定試験、および付随する52週間非

盲検継続投与試験」 第180071号 

SCH 54031/SCH 18908：平成22年5月19日 報告 ｼｪﾘﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｳ(株) 消化器内科 

「C型代償性肝硬変を対象としたSCH 54031＋リバビリン併用投与試験」 第190044号 

頸動脈用ﾌﾟﾘｻｲｽ･ｱﾝｼﾞｵｶﾞｰﾄﾞXP：平成22年4月30日 報告 ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱ 脳神経外科 

「頸動脈用プリサイス・アンジオガードXP 使用成績調査」 第204038号 

 

3．医薬品開発中止等の報告 

3-1.製造販売承認の取得  

TAK-375：平成22年4月16日 取得 武田薬品工業(株) 精神科 

「TAK-375の慢性不眠症患者を対象としたクロスオーバー法による二重盲検用量反応試験

(第Ⅱ相) －終夜睡眠ポリグラフィーを用いた検討－」 第140001号、第150027号 

 



第156回臨床受託研究審査委員会・会議記録の概要 
 

開催日時：平成22年7月12日（月）16:00〜20:00 

開催場所：中央診療棟3階会議室 

出席委員：若林俊彦、豊國伸哉、竹田伸、大宮直木、坂英雄、河田健司、葛谷

孝文、鈴木三栄子、小久保勲、坪井直志、大屋雄裕、沢登文治 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第155回臨床受託研究審査委員会(平成22年6月21日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

平成22年6月に申請された新規の4件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220014号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした長期継

続投与試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220014号は臨床受託研究として承認された。 

・第220015号：AJG501の活動期潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験 ：味の

素製薬(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審査委員よ

り、『説明文書』p.12 注5)の｢通常では病原性をもなたいような･･････｣を｢通常では病

原性をもたないような･･････｣に修正すること(誤字)といった指摘があり、修正すると担

当医師から回答された。審議の結果、第220015号は臨床受託研究として承認された。な

お、本申請の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第220016号： アキシチニブ(AG-013736)

第2相試験 ：ファイザー(株) ：泌尿器科（第Ⅱ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審査委員よ

り、転移性腎細胞癌のすべての組織型の患者が対象になるのか？といった質問があり、淡

明細胞型で血流の多いものに対する有効性が高いとの報告があるが、本試験ではすべての

組織型を対象としていると担当医師から回答された。審議の結果、第220016号は臨床受託

研究として承認された。 

・第222001号：Crow-Fukase(POEMS)症候群に対するFPF300の多施設共同、ランダム化、プラ

セボ対照、二重盲検、並行群間比較試験及び長期安全性試験 ：自ら治験を実施する

者 ：神経内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。a.本疾患と血

清VEGF値との関連性は？、b.症例数の設定根拠は？24症例で評価できるか？、c.長期オー

プン試験終了後に継続投与することは可能か？、d.治験薬の保管・管理はどこで行うか？

といった質問に対して、a.VEGFの減少と本疾患の臨床症状(筋力の改善や末梢神経の伝導

検査の改善など)との相関があることが既に報告されている、b.統計学的に算出してある

(実施計画書p.54参照)、c.未定である、d.先端医療・臨床研究支援センターでtermsに準

じた形で保管・管理すると担当医師から回答された。審議の結果、第222001号は臨床受託

研究として承認された。 
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2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した2件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 

・第210005号： 第Ⅰ相試験 ：日本

イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成22年7月9日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、治験担当

医師から説明された。審議の結果、第210005号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成22年7月7日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、治験担当

医師から説明された。審議の結果、第210035号は臨床受託研究の継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した71件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、

審議された。 

・第 180070 号：IFN 治療歴のある C 型慢性肝炎患者を対象とした SCH 54031 の単独投与臨床

試験 ：シェリング・プラウ(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 25 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

180070 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第180076号[1]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第

Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 7日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床

受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第180076号[2]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第

Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第 190024 号：慢性関節リウマチに対する T-614 の臨床第Ⅲ相長期投与試験 ：富山化学

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190024 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 10 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 
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平成 22 年 6月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 6 月 16 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

190046 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200008号[1]：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投

与の有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200008号[2]：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投

与の有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200013号：重症セプシス患者におけるEritoran Tetrasodiumのプラセボ対照比較試

験 ：エーザイ(株) ：集中治療部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200013 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 11 日付で報告された重篤な有害事象(集積報告等)が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200016

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200017号：C型代償性肝硬変患者を対象としたHLBIの臨床試験 ：大日本住友製薬

(株) ： （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200017 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により十分

な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第200020号：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投与が

できない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証し、薬

物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群

間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200022号：C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグインター

フェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 28 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200022 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200023号：C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグイン

ターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 28 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200023 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 9日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200026 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200027号[1]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200027号[2]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200028号[1]：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ

相比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 16 日付で報告された措置報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200028号[2]：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ

相比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関
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する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とした

CDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試験)

からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検討

する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003試

験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性を

検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 17 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 6 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210008号[1]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 7日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床

受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 
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・第210008号[2]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 15 日付で報告された措置報告等が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受託研

究の継続が承認された。なお、本措置報告により説明文書・同意文書を変更しない旨につ

いて、依頼者に提出した『安全性情報等に関する確認書』を確認した。 

・第210010号[3]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 29 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 1日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210013 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210014号：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照比

較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 10 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210014 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210015号：JNJ-30979754(decitabine)の 臨床第Ⅰ/

Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 9日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210015 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験( ) ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 
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平成22年6月11日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験( ) ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年6月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[3]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験( ) ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年6月23日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210021号：非出血時の血友病B患者における40K PEG化遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子の

用量漸増、静脈内投与時の安全性及び薬物動態の評価 多施設国際共同、非盲検、用量漸

増試験 ：ノボ ノルディスク ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 6 月 17 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210021 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

平成22年6月30日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210023号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年6月11日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年6月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲験・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年6月23日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210029号：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝人

ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210031号[1]：網膜中心静脈閉塞症(CRVO)に伴う黄斑浮腫患者に対するVEGF Trap-Eye硝

子体内反復投与の有効性、安全性および忍容性を、偽注射を対照として検討する二重盲検

投与無作為化第Ⅲ相試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 
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平成 22 年 6月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210031 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210031号[2]：網膜中心静脈閉塞症(CRVO)に伴う黄斑浮腫患者に対するVEGF Trap-Eye硝

子体内反復投与の有効性、安全性および忍容性を、偽注射を対照として検討する二重盲検

投与無作為化第Ⅲ相試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210031 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 9日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210033 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[1]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 2日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210034号[2]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210034号[3]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 24 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成 22 年 6 月 30 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210035 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210036号[1]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第210036号[2]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とした非

盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

平成 22 年 6 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第220005号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220005号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220006号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220006号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220007号：MRA-SCの関節リウマチ患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検並行群間比較試

験 ：中外製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 6 月 21 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220007 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第220011号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした短期投与試験 ：大

塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220011 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第220012号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした長期継続投与試

験 ：大塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220013号： 関節リウマチ患者を対象と

した SBI-087の有効性及び安全性を評価する

試験 ：ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220013 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 6 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を

委員長代理として行った。 

・第203002号： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後臨床試

験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 6 月 17 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 203002 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第213001号： フィラデル

フィア染色体陽性(Ph＋)慢性期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの

第Ⅳ相試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：血液内科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 6 月 28 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 213001 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

 

4．プロトコール等の変更  

7件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験責任医師、治験薬概要書、説明文書・同意文書等の変更であることが審

査委員長から説明された。審議の結果、第200012号の臨床受託研究の治験に関する変更が

承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者における

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第210004号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験薬概要書の改訂に伴う説明文書・同意文書等の変更であることが審査委
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員長から説明された。審議の結果、第210011号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認

された。 

・第210015号：JNJ-30979754(decitabine)の 臨床第Ⅰ/

Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第210015号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220002号：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動態

に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二重

盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書等の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第220002号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220009号：糖尿病黄斑浮腫(DME)患者を対象とした0.3mgペガプタニブナトリウムの有効

性および安全性をsham投与と比較する第Ⅲ相、多施設共同、無作為化、二重盲検、並行群

間比較(24週間)および0.3mgペガプタニブナトリウムの安全性を確認する非盲検(30週間)

試験 ：ファイザー(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書等の変更であることが審査委員長から

説明された。審議の結果、第220009号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220013号： 関節リウマチ患者を対象と

した SBI-087の有効性及び安全性を評価する

試験 ：ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書等の変更であることが審査委員長から

説明された。審議の結果、第210013号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

 

5．直接閲覧を伴うモニタリング報告  

1件の直接閲覧を伴うモニタリングの報告が、審査委員長から説明された後、審議され

た。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成22年6月3日および平成22年6月11日に実施された直接閲覧を伴うモニタリングにお

いて本治験が省令及び治験実施計画書を遵守して実施されていることが提出された『モニ

タリング報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第212001号は臨床

受託研究（自らが実施する治験）の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長

一時退席の上、豊國委員を委員長代理として行った。 

 

6．有害事象発生による被験者登録の一時見合わせ後の登録再開について  

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

先回、報告された被験者登録の見合わせについて、平成 22 年 7月 9日付で提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、

第 212001 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時

退席の上、豊國委員を委員長代理として行った。 

 

Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年6月8日～平成22年6月25日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における28件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 
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（1）治験担当医師の変更 

1)調査分担医師、契約書の変更 

第194106号：タルセバ錠 中外製薬(株) 呼吸器内科 

第204043号：ｱﾗﾉﾝｼﾞｰ静注用 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 小児科 

第214013号：タキソテール注 ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株) 泌尿器科 

第214039号：アリムタ注射用 日本イーライリリー(株) 呼吸器内科 

第214042号：アクトス錠 武田薬品工業(株) 糖尿病・内分泌内科 

第214055号：アクトス錠 武田薬品工業(株) 糖尿病・内分泌内科 

第214069号：オルメテック錠 第一三共(株) 糖尿病・内分泌内科 

第214078号：ﾋｭﾐﾗ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ アボットジャパン(株) 皮膚科 

2)調査分担医師、契約書、実施要綱の変更 

第204050号：ｺﾞｱTAG胸部大動脈ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞｱﾃｯｸｽ(株) 循環器内科 

 

（2）治験実施計画書の変更 

1)治験実施計画書の変更 

第200013号：E5564 エーザイ(株) 集中治療部 

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210002号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210021号：NN7999 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 

第210036号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

2)治験実施計画書、治験薬概要書の変更 

第190042号：BMS-188667 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

3)治験実施計画書、症例報告書の見本の変更 

第210013号：SPP100 ノバルティス ファーマ(株)  

第220007号：MRA-SC 中外製薬(株) 整形外科 

4)治験実施計画書、実施体制の変更 

第180070号：SCH 54031 シェリング・プラウ(株) 消化器内科 

第200022号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第200023号：MP-424 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

第210005号：LY573636 日本イーライリリー(株) 化学療法部 

第210005号：LY573636 日本イーライリリー(株) 化学療法部 

 

（3）治験薬概要書の変更 

第190024号：T-614 富山化学工業(株) 整形外科 

第200016号：S-1 大鵬薬品工業(株) 産科婦人科 

第210011号：D2E7 アボット ジャパン(株) 整形外科 

 

（4）契約書の変更 

第214067号：オルメテック錠 第一三共(株) 循環器内科 

 

（5）症例報告書の見本の変更 

第190046号：GW786034 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 化学療法部 

第210025号：N8 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 

 

1-2．臨床受託研究における1件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 
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2．臨床試験研究終了報告  

第218029号：平成22年3月31日 終了報告 泌尿器科 

「前立腺肥大症に伴う終末滴下と残尿感を含む排尿後症状、および残尿量との関連性、

ならびにタムスロシン塩酸塩による治療効果の検討」 

第218018号：平成22年7月1日 終了報告 消化器外科二 

「CEA-IgM免疫複合体測定による大腸癌血清診断に関する研究」 

 

3．海外で実施中の関節リウマチを対象としたCP-690,550の臨床試験で認められた子宮内暴

露について 

第210017号：CP-690,550 ファイザー(株) 整形外科 

「CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共同、用量反

応試験( )」 

第210026号：CP-690,550 ファイザー(株) 整形外科 

「関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験」 



第157回臨床受託研究審査委員会・会議記録の概要 
 

開催日時：平成22年8月23日（月）16:00〜20:00 

開催場所：中央診療棟3階会議室 

出席委員：若林俊彦、豊國伸哉、竹田伸、大宮直木、坂英雄、河田健司、葛谷

孝文、鈴木三栄子、小久保勲、坪井直志、大屋雄裕、沢登文治 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第156回臨床受託研究審査委員会(平成22年7月12日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

平成22年7月に申請された新規の4件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220017号： 患者を対象とした のMK-8669第Ⅱ相試

験 ：萬有製薬(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。a.除外してい

る の病型はどのように決定したのか？、b.動物実験で があるとの報告が

なされているが、ヒトにおいてはどうか？、c.『アセント・同意文書』の中の｢･･････は

本治験への参加に同意する能力があると判断します。｣を｢･･････は本治験の説明を理解す

る能力があると判断します。｣に変更することといった質問・指摘があり、a.前相までの

試験の有効性の結果を基に設定した、b.海外での結果においても今のところ報告はない、

c.修正すると担当医師から回答された。審議の結果、第220017号は臨床受託研究として修

正の上承認とされた。 

・第220018号：特発性肺線維症患者を対象に，標準的治療法(ピルフェニドン投与の有無に

より層別化)に加え，BIBF1120を50mg1日2回(14日間)，100mg1日2回(14日間)および150mg1

日2回(28日間)反復経口投与した際の安全性および薬物動態を検討する，第Ⅱ相ランダム

化，二重盲検，プラセボ対照，群漸増試験 ：日本ベーリンガーインゲルハイム(株) ：

呼吸器内科（第Ⅱa相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220018号は臨床受託研究として承認された。 

・第220019号：SK-0503 第Ⅱ/Ⅲ相試験(網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫 ：三和化学

研究所 ：眼科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220019号は臨床受託研究として承認された。 

・第220020号：原発性免疫不全症候群の被験者を対象とした皮下注射用人免疫グロブリン

(IgPro20)の有効性、安全性、忍容性及び薬物動態についての多施設共同試験 ：CSLベー

リング(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審査委員よ

り、投与法習得マニュアルの誤記を修正することといった指摘に対して、修正すると担当

医師から回答された。審議の結果、第220020号は臨床受託研究として承認された。 

 

2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した2件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 
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・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成22年7月16日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、治験担

当医師から説明された。審議の結果、第190046号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210005号： 第Ⅰ相試験 ：日本

イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成22年8月3日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告書』に基づき、治験担当

医師から説明された。審議の結果、第210005号は臨床受託研究の継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した81件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、

審議された。 

・第 180070 号：IFN 治療歴のある C 型慢性肝炎患者を対象とした SCH 54031 の単独投与臨床

試験 ：シェリング・プラウ(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180070 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第180076号[1]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第

Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 14 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

180076 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第180076号[2]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第

Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第 190024 号：慢性関節リウマチに対する T-614 の臨床第Ⅲ相長期投与試験 ：富山化学

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190024 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 6日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 21 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 
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・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

190046 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200001号：E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する臨床第Ⅱ/Ⅲ相試験 ：エーザイ

(株) ：神経内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200002号：E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する長期投与試験 ：エーザイ(株) ：神

経内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200008号[1]：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投

与の有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200008号[2]：新生血管型加齢黄斑変性症(AMD)患者に対するVEGF Trap-Eye硝子体内投

与の有効性、安全性及び忍容性を、実薬を対照として検討する二重盲検反復投与無作為化

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 12 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200008 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200014号： の に対する二重盲検比較試験 ：興和(株) ：血管外

科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により十分

な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200020号：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投与が

できない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証し、薬

物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群
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間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200022号：C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグインター

フェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200022 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200023号：C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグイン

ターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200023 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200029号：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とした

CDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試験)

からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検討

する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003試

験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性を

検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 
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平成 22 年 7月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者における

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 7 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 7 月 22 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210008号[1]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 14 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210008 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第210008号[2]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 30 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210010 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 15 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号[1]：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破

壊進展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210011号[2]：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破
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壊進展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 18 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210011 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210012号：AJG501の 潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験 ：味の

素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 29 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210012 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210013号：アリスキレン 慢性心不

全患者

実

薬対照比較試験 ：ノバルティスファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 2日付で報告された重篤な有害事象、定期報告および措置報告が、提出

された『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結

果、第 210013 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210014号[1]：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照

比較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 8日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210014 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210014号[2]：糖尿病黄斑浮腫 患者を対象としてラニビズマブ

の

レーザー光凝固治療対照

比較試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：  （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 3日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210014 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年7月6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年7月14日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[3]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年7月29日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210018号：MD-0701 肺動脈性肺高血圧症 第Ⅱ/Ⅲ相試験 ：持田製薬(株) ：循環器
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内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成22年７月14日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210018号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

平成22年7月28日付で報告された重篤な有害事象および措置報告が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210023

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210024号：活動期のクローン病患者を対象としたOPC-6535の国際共同、多施設、無作為

化、二重盲検、プラセボ対照、用量設定・検証試験 ：大塚製薬(株) ：消化器内科 

（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成22年7月14日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報告

書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210024号は臨床受託研究の継

続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210025号：治療歴のある血友病A患者を対象とした、出血の抑制及び治療におけるN8の

有効性及び安全性を検討する多施設共同、非盲検、非対照試験  サブ試験：血友病A患

者を対象とした手術中の出血の抑制及び治療におけるN8の有効性及び安全性の検討 ：ノ

ボ ノルディスクファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅲ相） 

平成22年7月29日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報告

書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210025号は臨床受託研究の継

続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年7月6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年7月14日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年7月29日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210027号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210027 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210028号：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主病(急

性GVHD)に対するJR-031投与の継続調査 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血液内科 

（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210028 号は臨床受託研究の継続が承認された。 
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・第210029号[1]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210029号[2]：ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 ：帝

人ファーマ(株) ：糖尿病・内分泌内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 2日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210031号[1]：網膜中心静脈閉塞症(CRVO)に伴う黄斑浮腫患者に対するVEGF Trap-Eye硝

子体内反復投与の有効性、安全性および忍容性を、偽注射を対照として検討する二重盲検

投与無作為化第Ⅲ相試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 7日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210031 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210031号[2]：網膜中心静脈閉塞症(CRVO)に伴う黄斑浮腫患者に対するVEGF Trap-Eye硝

子体内反復投与の有効性、安全性および忍容性を、偽注射を対照として検討する二重盲検

投与無作為化第Ⅲ相試験 ：バイエル薬品(株) ：眼科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 12 日付で報告された定期報告等が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210031 号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 28 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[1]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 8日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210034号[2]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 
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平成 22 年 7月 28 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210035 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[1]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号[2]：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第

Ⅲ相非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[1]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[2]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 21 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220003 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

平成 22 年 7 月 29 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220004 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第220005号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220005号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第220005号[3]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220006号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科
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（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 16 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220006号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第220006号[3]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220007号：MRA-SCの関節リウマチ患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検並行群間比較試

験 ：中外製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 29 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220010号[1]：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武

田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220010号[2]：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武

田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220010号[3]：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武

田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 5日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第220010号[4]：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武

田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220011号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした短期投与試験 ：大

塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220011 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220012号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした長期継続投与試

験 ：大塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 14 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関
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する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220014号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした長期継

続投与試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 7 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220014号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした長期継

続投与試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220015号：AJG501の活動期潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験 ：味の

素製薬(株) ：消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 4日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受託研究

の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 6 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を

委員長代理として行った。 

・第203002号： 乳癌患者を対象としたカペシタビン

第Ⅲ相製造販売後臨床試

験 ：中外製薬(株) ：乳腺・内分泌外科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 7 月 9日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 203002 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第213001号： フィラデル

フィア染色体陽性(Ph＋)慢性期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの

第Ⅳ相試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：血液内科（第Ⅳ相） 

平成 22 年 7 月 23 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 213001 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

 

4．プロトコール等の変更  

13件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

本変更は、実施計画書、説明文書・同意文書等の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第200016号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210001号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210001号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210002号：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：大塚

製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

11/16 



本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210002号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210010号：GTH-42Vの退行期骨粗鬆症を対象とした二重盲検無作為化群間比較による検

証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

本変更は、治験責任医師および治験分担医師の変更であることが審査委員長から説明さ

れた。審議の結果、第200010号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210025号：治療歴のある血友病A患者を対象とした、出血の抑制及び治療におけるN8の

有効性及び安全性を検討する多施設共同、非盲検、非対照試験  サブ試験：血友病A患

者を対象とした手術中の出血の抑制及び治療におけるN8の有効性及び安全性の検討 ：ノ

ボ ノルディスクファーマ(株) ：血液内科 （第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210025号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第210034号： 甲状腺癌患者を

対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

本変更は、治験実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが治

験担当医師から説明された。審議の結果、第210034号の臨床受託研究の治験に関する変更

が承認された。 

・第210036号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第Ⅲ相

非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210036号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220001号：末梢神経損傷例を対象としたPNRDの比較臨床試験 ：ニプロ(株) ：手の外

科（医療機器） 

本変更は、治験実施計画書、症例報告書、説明文書・同意文書の変更であることが審査

委員長から説明された。審議の結果、第220001号の臨床受託研究の治験に関する変更が承

認された。 

・第220003号：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とした非

盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書、アセント文書の変更であることが審査

委員長から説明された。審議の結果、第220003号の臨床受託研究の治験に関する変更が承

認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

本変更は、治験実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書、補償の概要の変更で

あることが審査委員長から説明された。審議の結果、第220004号の臨床受託研究の治験に

関する変更が承認された。 

・第220008号：日本人慢性心不全患者を対象としたエプレレノンの心血管イベント死及び心

不全による入院への効果を検討する第3相試験 ：ファイザー(株) ：循環器内科（第Ⅲ

相） 

本変更は、治験実施計画書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説

明された。審議の結果、第220008号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220010号：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武田

薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第220010号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220014号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした長期継

続投与試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の
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結果、第220014号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

 

5．直接閲覧を伴うモニタリング報告  

1件の直接閲覧を伴うモニタリングの報告が、審査委員長から説明された後、審議され

た。 

・第212001号：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者における

脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試験 ：

自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成22年7月7日および同年7月9日に実施された直接閲覧を伴うモニタリングにおいて本

治験が省令及び治験実施計画書を遵守して実施されていることが提出された『モニタリン

グ報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第212001号は臨床受託研

究（自らが実施する治験）の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退

席の上、豊國委員を委員長代理として行った。 

 

6．体外診断用医薬品臨床研究申請  

平成22年7月に申請された新規の2件の体外診断用医薬品臨床研究が、審査委員長より説明

された後、審議された。 

第226003号および第226004号は、一連の研究であることから同時に審査することとした。 

・第226003号：ODK-1001/1002臨床性能試験（血液内科） 

・第226004号：ODK-1001臨床性能試験（血液内科） 

本治験は、2009年2月～9月に実施した ODK-0801試験に参加した被験者を対象に WT1 

mRNA 測定キットの骨髄異形成症候群の予後調査及びモニタリングマーカーとしての有用性

を検証するもの(第226003号)および骨髄異形成症候群の予後判定マーカーとしての有用性

を検証するもの(第226004号)であることが試験担当医師から説明された。a.『説明文書』

p.4＜5.この試験へ参加する方の予定人数について＞の中に当院での実施数を記載するこ

と、b.『説明文書』p.5＜6.心身の健康に対する予測される利益と不利益について＞の中

に記載されている｢この検査薬は、･･････を用いて検査を行います。｣の文章を適切に修正

すること、c.『説明文書』p.6＜12.この試験に参加された場合の治療費等について＞の中

に記載されている｢･･････WT1 mRNA 検査以外の検査等に費用は、･･････。｣を｢･･････WT1 

mRNA 検査以外の検査等の費用は、･･････。｣に修正すること、d.『同意文書』の中の代諾

者欄を削除することといった指摘に対して、a.､b.､c.､d.修正すると担当医師から回答さ

れた。審議の結果、第226003号および第226004号は体外診断用医薬品臨床研究として承認

された。 

 

Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年6月29日～平成22年8月6日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における57件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 

（1）治験担当医師の変更 

1)分担医師、契約書の変更 

第190042号：BMS-188667 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

第200019号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200020号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200029号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第200030号：CDP870 大塚製薬(株) 整形外科 

第210011号：D2E7 アボット ジャパン(株) 整形外科 

第210013号：SPP100 ノバルティス ファーマ(株)  

第210013号：SPP100 ノバルティス ファーマ(株)  

13/16 



第210017号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第194031号：ギャバロン髄注 第一三共(株) 脳神経外科 

第204009号：ギャバロン髄注 第一三共(株) 脳神経外科 

第214011号：ヘブスブリンIH (株)ベネシス 移植外科 

第214012号：ヘブスブリンIH (株)ベネシス 移植外科 

第214016号：ゾシン静注用 大正富山医薬品(株) 呼吸器内科 

第214025号：ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ アステラス製薬(株) 泌尿器科 

第214027号：ドキシル注 ヤンセンファーマ(株) 産婦人科 

第224001号：ネクサバール錠 バイエル薬品(株) 移植外科 

2)調査分担医師、契約書、実施要綱の変更 

第204045号：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液 メルクセローノ(株) 化学療法部 

3)調査責任・分担医師、契約書の変更 

第194074号：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ アステラス製薬(株) 腎臓内科 

第204022号：レグパラ錠 協和発酵キリン(株) 腎臓内科 

4)分担医師、契約書、症例報告書の変更 

第220008号：エプレレノン ファイザー(株) 循環器内科 

5)分担医師、覚書の変更 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

 

（2）治験実施計画書の変更 

1)治験実施計画書の変更 

第180076号：D2E7 アボット ジャパン(株) 消化器内科 

第200001号：E0302 エーザイ(株) 神経内科 

第200002号：E0302 エーザイ(株) 神経内科 

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210002号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210008号：D2E7 アボット ジャパン(株) 消化器内科 

第210011号：D2E7 アボット ジャパン(株) 整形外科 

第210015号：JNJ-30979754 ヤンセンファーマ(株) 血液内科 

2)治験実施計画書、治験薬概要書の変更 

第200008号：ZK6058120 バイエル薬品(株) 眼科 

第210024号：OPC-6535 大塚製薬(株) 消化器内科 

3)治験実施計画書、実施体制の変更 

第200013号：E5564 エーザイ(株) 集中治療部 

第200017号：HLBI 大日本住友製薬(株)  

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210002号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210017号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210026号：CP-690,550-10 ファイザー(株) 整形外科 

第210033号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

 

（3）治験薬概要書の変更 

第210006号：CNTO 148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

第210010号：GTH-42V 帝人ファーマ(株) 整形外科 

第210027号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 
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第210028号：JR-031 日本ケミカルリサーチ(株) 血液内科 

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

 

（4）契約書の変更 

第210004号：SR25990C ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株)  

第210015号：JNJ-30979754 ヤンセンファーマ(株) 血液内科 

第210036号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

第194032号：ギャバロン髄注 第一三共(株) 整形外科 

第214068号：オルメテック錠 第一三共(株) 脳神経外科 

第224006号：daVinciｻｰｼﾞｶﾙｼｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ(株) 泌尿器科 

 

（5）治験薬概要書、症例報告書の見本等の変更 

第210007号：CNTO 148 ヤンセン ファーマ(株) 消化器内科 

 

（6）患者日誌の変更 

第210033号：JNJ-26866138 ヤンセン ファーマ(株) 血液内科 

 

1-2．臨床受託研究における1件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。なお、本報告の迅速審

査は竹田委員を委員長代理として行った。 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

 

2．治験終了(中止・中断)報告書（製造販売後調査、臨床試験を含む）  

GB-0998：平成22年5月31日 報告 (株)ベネシス 神経内科 

「全身型重症筋無力症を対象としたGB-0998の無作為化比較試験」 第190055号 

GGS：平成22年6月30日 報告 帝人ファーマ(株) 神経内科 

「多発性硬化症を対象としたGGSとプラセボによる多施設共同ランダム化二重盲検並行群

間比較用量設定試験(検証的試験)」 第180041号、第190023号 

NN1731：平成22年7月8日 報告 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 

「インヒビターを有する先天性血友病患者を対象とした関節出血治療における遺伝子組

換え活性型第Ⅶ因子アナログ(NN1731)の安全性と有効性に関する多施設共同、無作為

割付け、二重盲検、実薬対照、用量漸増法試験」 第200009号 

MD-0701：平成22年7月14日 報告 持田製薬(株) 循環器内科 

「MD-0701肺動脈性肺高血圧症 第Ⅱ/Ⅲ相試験」 第210018号 

DE-109：平成22年8月5日 報告 参天製薬(株) 眼科 

「DE-109(シロリムス)注射液 における滲出型加齢黄斑変性を

対象とした －第Ⅰ/Ⅱ相、探索的試験

－」 第210016号 

ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLAR筋注用：平成22年6月11日 報告 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ(株) 糖尿病・内分泌内科 

「サンドスタチンLAR先端巨大症/下垂体性巨大症 特別調査」 第194056号 

シプロキサン注：平成22年6月15日 報告 バイエル薬品(株) 呼吸器内科 

「シプロキサン注 特定使用成績調査」 第194079号 

トリセノックス注：平成22年6月23日 報告 日本新薬(株) 血液内科 

「トリセノックス注 使用成績調査」 第194069号 

ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ：平成22年6月24日 報告 ヤンセン ファーマ(株) 呼吸器内科 

「デュロテップMTパッチ 使用成績調査」 第204063号 

イヌリード注：平成22年6月28日 報告 (株)富士薬品 腎臓内科 

「イヌリード注 使用成績調査」 第194001号 

ｱﾄﾞｴｱﾃﾞｨｽｶｽ：平成22年7月15日 報告 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 呼吸器内科 
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「アドエアディスカス 特定使用成績調査(長期使用に関する調査)」 第194101号 

キネダック錠：平成22年7月15日 報告 小野薬品工業(株) 糖尿病・内分泌内科 

「キネダック錠 特定使用成績調査(継続症例追跡調査)」 第204061号 

 

3．医薬品開発中止等の報告 

3-1.製造販売承認の取得  

KRN321-SC：平成22年4月16日 取得 協和発酵キリン(株) 腎臓内科 

「KRN321-SC 第Ⅲ相長期投与試験 －保存期慢性腎不全患者におけるrHuEPO製剤を対照

としたランダム化オープン試験－」 第170072号、第180005号、第190008号 

「KRN321-SC 第Ⅲ相継続長期投与比較試験 －保存期慢性腎不全患者におけるrHuEPO製

剤を対照としたランダム化オープン試験からの継続長期投与比較試験－」  

  第180066号、第190009号 

TA-650：平成22年6月18日 取得 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

「TA-650の潰瘍性大腸炎患者を対象とした検証的試験(プラセボを対照薬とした二重盲検

比較試験)」 第180054号、第190019号 

E3810：平成22年6月18日 取得 エーザイ(株) 消化器内科 

「非びらん性胃食道逆流症患者を対象としたE3810の有効性と安全性を検討するプラセボ

対照の二重盲検比較試験」 第170011号 

BMS-188667：平成22年7月23日 取得 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

「第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並びにDMARDｓ効

果不十分な関節リウマチ患者を対象としたabatacept(BMS-188667)の安全性を検討する

多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験(第Ⅲ相臨床試験)」 第190042号 

 

4．海外で実施中の関節リウマチを対象としたCP-690,550の臨床試験で認められた重篤な感

染症について 

第210017号：CP-690,550 ファイザー(株) 整形外科 

「CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共同、用量反

応試験 」 

第210026号：CP-690,550 ファイザー(株) 整形外科 

「関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験」 



第158回臨床受託研究審査委員会・会議記録の概要 
 

開催日時：平成22年9月13日（月）16:00〜18:45 

開催場所：東病棟8階大会議室 

出席委員：若林俊彦、豊國伸哉、竹田伸、大宮直木、河田健司、葛谷孝文、鈴

木三栄子、小久保勲、坪井直志、大屋雄裕 

 

議事 

 

I．前回議事録の確認  

第157回臨床受託研究審査委員会(平成22年8月23日開催)議事録が確認され、前回議事録は

承認された。 

 

Ⅱ．審議事項 

1．臨床受託研究申請  

【新規申請】 

平成22年8月に申請された新規の5件の臨床受託研究が、審査委員長から説明された後、審

議された。 

・第220021号：インヒビターを保有する血友病A又はB患者を対象として

の薬物動態及び忍容性を評価する第Ⅰ相用量漸増／設定

試験 ：バクスター(株) ：輸血部（第Ⅰ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。a.実際に治療

用量として考えているのはどの用量群か？、b.18才以上で未成年の場合についても代諾者

だけでなく本人から同意を得ることといった質問・指摘があり、a.海外では類似製剤が

270μg/kgまで承認されているが、本邦においては90～120μg/kgである、b.そのようにす

ると担当医師から回答された。審議の結果、第220021号は臨床受託研究として承認され

た。 

・第220022号：E2080のレノックス・ガストー症候群患者を対象としたプラセボ対照二重盲

検比較試験 ：エーザイ(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

・第220023号：E2080のレノックス・ガストー症候群患者を対象とした継続長期投与試

験 ：エーザイ(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

第220023号は第220022号に引き続き実施される試験であることから、第220022号および

第220023号は同時に審議することとし、治験担当医師から治験実施計画の概略について説

明された後、審査した。a.『説明文書』p.4＜5.治験の方法について (1)参加いただける

患者さんの基準＞の中に｢②この治験への参加に代諾者の方が文書で同意している方｣とあ

るが、可能な限り本人から同意を得て実施すること、b.『説明文書』p.12＜6.予想される

心身の健康に対する利益と不利益について 1)予想される利益について＞の中に

｢･･････、強直・脱力発作回数が減少しました。｣とあるが、その割合はどれくらいか？、

c.『説明文書』p.12＜6.予想される心身の健康に対する利益と不利益について 2)予想さ

れる副作用及び危険性について＞の中に記載されている｢･･････単回投与試験で健常人に

治験薬を投与して発現した事象であるにもかかわらず、明らかに治験薬によると考えられ

たものはありませんでした。｣といった記載になっているのはなぜか？、d.『説明文書』

の表3-1および表3-2に記載されている人数は何人中で発現したのかわかるようにすること

といった指摘・質問があり、a.そのようにする、b.､d.明記する、c.確認すると担当医師

から回答された。審議の結果、第220022号および第220023号は臨床受託研究として修正の

上承認することとなった。 

・第220024号：日本人の進行固形がん患者を対象とする，BIBW2992 およ

びビノレルビンの 併用による 第Ⅰ相試験 ：日本ベー
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リンガーインゲルハイム(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審査委員よ

り、『説明文書』p.5＜5.治験の方法について＞の中の｢17)女性で妊娠の可能性のある方

および男性で妊娠の可能性のある女性パートナー･･････｣を｢17)女性で妊娠の可能性のあ

る場合、および男性で妊娠の可能性のある女性パートナー･･････｣に修正することといっ

た指摘に対して、修正すると担当医師から回答された。審議の結果、第220024号は臨床受

託研究として承認された。 

・第220025号：白金製剤感受性の初回再発卵巣癌患者を対象とした

Farletuzumab(MORAb-003) の

第Ⅲ相試験：エーザイ(株) ： （第Ⅲ

相） 

治験担当医師から治験実施計画の概略について説明された後、審査した。審議の結果、

第220025号は臨床受託研究として承認された。 

【継続申請】  

平成21年度以前(9月～翌年2月IRB審査分)から実施している以下の23件（企業主導治

験：22件；第180076号、第200016号、第200017号、第200019号、第200020号、第200026

号、第200027号、第200028号、第200029号、第200030号、第210023号、第210024号、第

210025号、第210026号、第210027号、第210028号、第210030号、第210031号、第210033

号、第210034号、第210035号および第210036号、製造販売後臨床試験：1件；第213001

号）の臨床受託研究において、各々の臨床受託研究の実施状況が、『治験実施状況等報告

書』に基づき、審査委員長から報告された。審議の結果、すべての臨床受託研究の継続が

承認された。 

 

2．重篤な有害事象発生報告  

当院で発生した2件の重篤な有害事象発生に関する報告が、審査委員長から説明された

後、審議された。 

・第210027号[1][2]：同種造血幹細胞移植後に発症した標準治療抵抗性の急性移植片対宿主

病(急性GVHD)に対するJR-031投与の第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：日本ケミカルリサーチ(株) ：血

液内科 （第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成22年8月24日および平成22年9月7日付で報告された『重篤な有害事象に関する報告

書』に基づき、治験担当医師から説明された。審議の結果、第210027号は臨床受託研究の

継続が承認された。 

 

3．安全性情報等に関する報告  

他施設で発生した71件の安全性情報等に関する報告が、審査委員長から説明された後、

審議された。 

・第 180070 号：IFN 治療歴のある C 型慢性肝炎患者を対象とした SCH 54031 の単独投与臨床

試験 ：シェリング・プラウ(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 23 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180070 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第180076号[1]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第

Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 180076 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第180076号[2]：日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)の維持療法にお

ける多施設共同長期投与試験(M06-837) ：アボット ジャパン(株) ：消化器内科（第
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Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 23 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

180076 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第 190024 号：慢性関節リウマチに対する T-614 の臨床第Ⅲ相長期投与試験 ：富山化学

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190024 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[1]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第 190042 号[2]：第Ⅰ相試験(IM101034)及び第Ⅱ相試験(IM101071)に参加した被験者、並

びに DMARDs 効果不十分な関節リウマチ患者を対象とした abatacept(BMS-188667)の安全性

を検討する多施設共同、オープンラベル、長期(継続)投与試験（第Ⅲ相臨床試験） ：ブ

リストル・マイヤーズ(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 20 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 190042 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200012号： 骨粗鬆症患者を対象と

したAMG162(denosumab)の 検証的試験 ：第一三共

(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200016号：ⅣB期・再発子宮頸癌に対するS-1＋CISPLATIN併用療法とCISPLATIN単剤療法

の第Ⅲ相比較試験 ：大鵬薬品工業(株) ：産婦人科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200017号：C型代償性肝硬変患者を対象としたHLBIの臨床試験 ：大日本住友製薬

(株) ： （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 26 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200017 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[1]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により

十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200019号[2]：CDP870のMTX併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)により
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十分な効果が得られなかった活動性関節リウマチ患者を対象に、MTXとの併用投与による

CDP870の有効性を検証し、副次的に日本人における反応性、薬物動態及び安全性を検討す

る多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較試験 ：大塚製薬

(株) ：整形外科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 20 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200020号[1]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200020号[2]：CDP870のMTX非併用時の有効性検証試験  メトトレキサート(MTX)の投

与ができない活動性関節リウマチ患者を対象に、MTX非併用時のCDP870の有効性を検証

し、薬物動態及び安全性を検討する、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、

並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 20 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200020 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200022号：C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグインター

フェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200022 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200023号：C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の検証的試験 ペグイン

ターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用試験 ：田辺三菱製薬

(株) ：消化器内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 26 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200023 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第200026号[1]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200026号[2]：JNJ-26866138(bortezomib)の

を対象とした臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 ：ヤンセン ファーマ(株) ：血液

内科（第Ⅰ/Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200026 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200027号[1]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 4日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200027 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第200027号[2]：未治療のCD20陽性indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とし

たIDEC-C2B8維持療法の臨床第Ⅱ相試験 ：全薬工業(株) ：血液内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象および研究報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

200027 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第200028号：AJM300の活動期クローン病患者を対象とした寛解導入療法試験 第Ⅱ/Ⅲ相

比較臨床試験 ：味の素(株) ：消化器内科 （第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200028 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第200029号[1]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200029号[2]：CDP870のMTX併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象とし

たCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)併用時の有効性検証試験(以下、275-08-001試

験)からの移行例を対象に、CDP870とMTXを長期間併用投与した際の安全性及び有効性を検

討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 20 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200029 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号[1]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 8 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第200030号[2]：CDP870のMTX非併用時の長期継続試験 活動性関節リウマチ患者を対象と

したCDP870のメトトレキサート(以下、MTX)非併用時の有効性検証試験(以下、275-08-003

試験)からの移行例を対象に、MTX非併用でCDP870を長期間投与した際の安全性及び有効性

を検討する多施設共同、非盲検、長期安全性試験 ：大塚製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 8 月 20 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 200030 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210001号[1]：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重

盲検並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210001号[2]：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重

盲検並行群間比較試験 ：大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 31 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報
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告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210001 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210002号[1]：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：

大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210002号[2]：アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対する長期投与試験 ：

大塚製薬(株) ：精神科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 31 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210002 号は臨床受託研究

の継続が承認された。 

・第210004号：末梢動脈疾患患者におけるSR25990C

比較試験

 ：サノフィ・アベンティス(株) ：

 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210004 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[1]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 8 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[2]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 8 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210005号[3]： 第Ⅰ相試験 ：

日本イーライリリー(株) ：化学療法部 （第Ⅰ相） 

平成 22 年 9 月 2日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210008号[1]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 9日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の上で行った。 

・第210008号[2]：中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者を対象としたアダリムマブ

(D2E7)の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験 ：アボット ジャパン(株) ：

消化器内科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 23 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210008 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第210010号[1]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 
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平成 22 年 8月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210010号[2]：GTH-42Vの 骨粗鬆症を対象とした二重盲検 比較による

検証的試験 ：帝人ファーマ(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210011号：日本人関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ(D2E7)による関節破壊進

展防止試験 ：アボット ジャパン(株) ：整形外科 （第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 31 日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

210011 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210017号[1]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年8月13日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210017号[2]：CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共

同、用量反応試験  ：ファイザー(株) ：

整形外科 （第Ⅱ相） 

平成22年8月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210017号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

平成22年8月30日付で報告された重篤な有害事象および定期報告が、提出された『安全

性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210023

号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第210026号[1]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年8月13日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[2]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年8月17日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210026号[3]：関節リウマチを対象としたCP-690,550の非盲検・非対照長期試験 ：

ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成22年8月31日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関す

る報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第210026号は臨床受託研

究の継続が承認された。 

・第210030号：多発性硬化症を対象としたGGSの多施設共同一般臨床試験 ：帝人ファーマ

(株) ：神経内科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 17 日付で報告された定期報告が、提出された『安全性情報等に関する報

告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210030 号は臨床受託研究
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の継続が承認された。 

・第210033号[1]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210033号[2]：JNJ-26866138(ボルテゾミブ)の

を対象とした国際共同第Ⅲ相試験 ：ヤンセン ファーマ

(株) ：血液内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象等が、提出された『安全性情報等に

関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210033 号は臨床

受託研究の継続が承認された。 

・第210034号[1]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210034号[2]： 甲状腺癌患者

を対象とした、ソラフェニブの

第Ⅲ相臨床試験 ：バイエル薬品(株) ：化学療法部（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210034 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210035号：進行固形がん患者を対象とする

第Ⅰ相臨床試験 ：ノバルティス ファーマ(株) ：化学療法部（第Ⅰ

相） 

平成 22 年 8 月 30 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210035 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第210036号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした第Ⅲ相

非盲検比較試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 210036 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220002号[1]：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動

態に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二

重盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ

相） 

平成 22 年 8 月 5日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220002号[2]：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動

態に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二

重盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ

相） 

平成 22 年 8 月 18 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220002 号は臨床受
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託研究の継続が承認された。 

・第220002号[3]：左室収縮機能不全に伴う肺高血圧症患者を対象に、BAY 63-2521の血行動

態に対する効果、安全性および薬物動態の評価を目的とした、多施設共同、無作為化、二

重盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験 ：バイエル薬品(株) ：循環器内科（第Ⅱ

相） 

平成 22 年 9 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220002 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[1]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 6日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220003 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220003号[2]：L059(レベチラセタム)の部分発作を有する小児てんかん患者を対象とし

た非盲検試験 ：ユーシービージャパン(株) ：小児科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 25 日付で報告された重篤な有害事象および研究報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220003 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第220004号：

プラセボ対照二重盲検比較試験 ：エーザイ(株) ： （第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 30 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告等が、提出された

『安全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220004 号は臨床受託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は大宮委員一時退席の

上で行った。 

・第220005号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220005 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220005号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

のアジア国際共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 ：日本イーライリリー

(株) ：精神科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220005 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第220006号[1]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 11 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220006 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220006号[2]：成人期の注意欠陥/多動性障害(ADHD)患者におけるアトモキセチン塩酸塩

の安全性及び有効性を検討する非盲検長期試験 ：日本イーライリリー(株) ：精神科

（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象および措置報告が、提出された『安

全性情報等に関する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第

220006 号は臨床受託研究の継続が承認された。 

・第220007号：MRA-SCの関節リウマチ患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検並行群間比較試

9/13 



験 ：中外製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220007 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220008号：日本人慢性心不全患者を対象としたエプレレノンの心血管イベント死及び心

不全による入院への効果を検討する第3相試験 ：ファイザー(株) ：循環器内科（第Ⅲ

相） 

平成 22 年 8 月 19 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220008 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220010号：AF37702の腹膜透析中の慢性腎臓病患者を対象とした一般臨床試験 ：武田

薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220010 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220011号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした短期投与試験 ：大

塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220011 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220012号：アリピプラゾールの統合失調症の小児患者を対象とした長期継続投与試

験 ：大塚製薬(株) ：親と子どもの心療科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 24 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220012 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220013号： 関節リウマチ患者を対象と

した SBI-087の有効性及び安全性を評価する

試験 ：ファイザー(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220013 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220014号：AF37702の透析導入前・ESA製剤未投与の慢性腎臓病患者を対象とした長期継

続投与試験 ：武田薬品工業(株) ：腎臓内科（第Ⅲ相） 

平成 22 年 8 月 27 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220014 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220016号： アキシチニブ(AG-013736)

第2相試験 ：ファイザー(株) ：泌尿器科（第Ⅱ相） 

平成 22 年 8 月 31 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220016 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第220019号：SK-0503 第Ⅱ/Ⅲ相試験(網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫 ：(株)三和

化学研究所 ：眼科（第Ⅱ/Ⅲ相） 

平成 22 年 9 月 1日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 220019 号は臨床受

託研究の継続が承認された。 

・第212001号[1]：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者にお

ける脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試

験 ：自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 
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平成 22 年 8月 10 日付で報告された重篤な有害事象が、提出された『安全性情報等に関

する報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受

託研究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を

委員長代理として行った。 

・第212001号[2]：頭蓋内動脈狭窄性病変に起因する一過性脳虚血発作又は脳卒中患者にお

ける脳動脈ステントシステム(WS-01)の安全性及び性能を評価する多施設共同単一群試

験 ：自ら治験を実施する者 ：脳神経外科 

平成 22 年 9 月 1日付で報告された措置報告等が、提出された『安全性情報等に関する

報告書』に基づき、審査委員長から説明された。審議の結果、第 212001 号は臨床受託研

究の継続が承認された。なお、本報告の審議は若林委員長一時退席の上、豊國委員を委員

長代理として行った。 

 

4．プロトコール等の変更  

4件の治験実施計画等変更申込が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第 190046 号：日本人固形癌患者を対象とした GW786034 単剤および GW786034 とラパチニ

ブ併用第Ⅰ相臨床試験 ：グラクソ・スミスクライン(株) ：化学療法部（第Ⅰ相） 

本変更は、実施計画書、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委

員長から説明された。審議の結果、第190046号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認

された。 

・第210023号： BKM120 第Ⅰ相臨床試験 ：ノ

バルティスファーマ(株) ：  （第Ⅰ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第210023号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220007号：MRA-SCの関節リウマチ患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検並行群間比較試

験 ：中外製薬(株) ：整形外科（第Ⅲ相） 

本変更は、治験薬概要書、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明

された。審議の結果、第220007号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

・第220017号： 患者を対象とした のMK-8669第Ⅱ相試

験 ：萬有製薬(株) ：整形外科（第Ⅱ相） 

本変更は、説明文書・同意文書の変更であることが審査委員長から説明された。審議の

結果、第220017号の臨床受託研究の治験に関する変更が承認された。 

 

5．監査報告  

1件の監査報告が、審査委員長から説明された後、審議された。 

・第192002号：TAP-144-SR(3M)の球脊髄性筋萎縮症患者に対する第Ⅲ相試験(長期継続投与

試験)（神経内科） 

平成22年8月4日から同年8月6日に実施された監査において本治験が省令及び治験実施計

画書を遵守して実施されていることが平成22年8月17日付で提出された『監査報告書』に

基づき、審査委員長から説明された。 

 

Ⅲ．報告事項 

1．迅速審査（平成22年8月6日～平成22年9月1日）  

1-1．臨床受託研究（製造販売後調査等を含む）における57件のプロトコール等の変更に対

する迅速審査の結果、臨床受託研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告

された。 

（1）治験担当医師の変更 

1)分担医師、契約書の変更 

第210031号：BAY86-5321 バイエル薬品(株) 眼科 

第220008号：エプレレノン ファイザー(株) 循環器内科 
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第220009号：EYE001 ファイザー(株) 眼科 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

第184092号：ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射用 ヤンセンファーマ(株) 血液内科 

第194062号：ｱﾎﾞﾈｯｸｽ注射用ｼﾘﾝｼﾞ ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ･ｱｲﾃﾞｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 神経内科 

第204021号：ﾋｭﾐﾗ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ アボット ジャパン(株) 整形外科 

第214051号：タイケルブ錠 ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ(株) 乳腺・内分泌外科 

第224015号：ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ ヤンセンファーマ(株) 麻酔科 

2)調査分担医師、契約書、実施要綱の変更 

第194027号：ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ シェリング・プラウ(株) 脳神経外科 

3)契約書の変更 

第210023号：BKM120 ノバルティス ファーマ(株)  

第210035号：  ノバルティス ファーマ(株) 化学療法部 

第220010号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

第220014号：AF37702 武田薬品工業(株) 腎臓内科 

第214073号：トポテシン 第一三共(株) 消化器外科一 

4)分担医師の変更 

第220018号：BIBF1120 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 呼吸器内科 

第220019号：SK-0503 (株)三和化学研究所 眼科 

 

（2）治験実施計画書の変更 

1)治験実施計画書の変更 

第222001号：FPF300 自ら治験を実施する者 神経内科 

2)治験実施計画書、治験薬概要書の変更 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

3)治験実施計画書、実施体制の変更 

第200013号：E5564 エーザイ(株) 集中治療部 

第200027号：IDEC-C2B8 全薬工業(株) 血液内科 

第210010号：GTH-42V 帝人ファーマ(株) 整形外科 

第210014号：RFB002 ノバルティス ファーマ(株)  

第220013号：SBI-087 ファイザー(株) 整形外科 

 

（3）治験薬概要書、症例報告書の見本、実施体制の変更 

第220005号：LY139603 日本イーライリリー(株) 精神科 

第220006号：LY139603 日本イーライリリー(株) 精神科 

 

（4）契約書の変更 

第220013号：SBI-087 ファイザー(株) 整形外科 

 

（5）添付文書の変更 

第190042号：BMS-188667 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 整形外科 

 

1-2．臨床受託研究における1件のモニタリング実施報告に対する迅速審査の結果、臨床受託

研究の継続が承認されたことが、審査委員長から報告された。なお、本報告の迅速審

査は竹田委員を委員長代理として行った。 

第212001号：WS-01 自ら治験を実施する者 脳神経外科 

 

2．治験終了(中止・中断)報告書（製造販売後調査を含む）  

DE-102：平成22年8月26日 報告 参天製薬(株) 眼科 

「DE-102注射用の糖尿病黄斑浮腫を対象とした第Ⅰ/Ⅱ相試験 －安全性及び有効性に関
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する探索的試験－」 第190061号 

MP-424：平成22年8月26日 報告 田辺三菱製薬(株) 消化器内科 

「C型慢性肝炎(初回治療例)を対象としたMP-424の検証的試験」 第200022号 

「C型慢性肝炎(前治療後再燃例)を対象としたMP-424の臨床試験」 第200023号 

CP-690,550-10：平成22年8月30日 報告 ファイザー(株) 整形外科 

「CP-690,550 第Ⅱ相、無作為化、二重盲検比較、プラセボ対照、多施設共同、用量反

応試験 」 第210017号 

NN-7999：平成22年8月12日 報告 ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ(株) 輸血部 

「非出血時の血友病B患者における40K PEG化遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子の用量漸

増、静脈内投与時の安全性及び薬物動態の評価 多施設国際共同、非盲検、用量漸増

試験」 第210021号 

ITM-014：平成22年8月6日 報告 帝人ファーマ(株) 糖尿病・内分泌内科 

「ITM-014の先端巨大症、下垂体性巨人症を対象とした長期投与試験 (第Ⅲ相試験)」  

  第210029号 

プラビックス錠：平成22年8月31日 報告 ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株) 神経内科 

「プラビックス錠 使用成績調査」 第194019号 

コムタン錠：平成22年8月20日 報告 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ(株) 神経内科 

「コムタン錠 使用成績調査」 第194103号 

アンカロン注：平成22年8月31日 報告 ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ(株) 心臓外科 

「アンカロン注 使用成績調査」 第204024号 

  循環器内科 

「アンカロン注 特定使用成績調査」 第204025号 

「アンカロン注 使用成績調査」 第204026号 

 

3．医薬品開発中止等の報告 

3-1.製造販売承認の取得  

EPOCH：平成22年6月18日 取得 中外製薬(株) 心臓外科 

「EPOCH皮下注後期第Ⅱ相試験 －心臓外科領域」 第040285号 

「EPOCH皮下注第Ⅲ相二重盲検比較試験 －心臓外科領域」 第050272号 

  整形外科 

「EPOCH皮下注後期第Ⅱ相試験 －整形外科領域」 第040298号 

「EPOCH皮下注第Ⅲ相一般臨床試験 －整形外科領域」 第050273号 

「EPOCH注の自己血貯血に伴う貧血に対する前期第Ⅱ相試験 (整形外科領域)」 

  第090251号、第100063号、第110049号 

 

4．被験者の募集広告に関する資料 

第210001号：OPC-14597 大塚製薬(株) 精神科 

「アリピプラゾール補助療法の大うつ病性障害に対するプラセボ対照二重盲検並行群

間比較試験」 
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