
 

第 181 回徳洲会グループ共同治験審査委員会 会議の記録の概要 

開催日時 

開催場所 

2019 年 12 月 18 日(水)   15：00～19：05 

株式会社未来医療研究センター 2F 会議室 

出席委員名 鈴木 義之〔出〕、田原 一二〔出〕、髙山 忠輝〔出〕、渡邉 泰雄〔出〕、 

高木 美也子〔出〕、五十子 敬子〔出〕、徳岡 卓樹〔出〕、加藤 浩司〔出〕 

※髙山委員は継続の可否（紙資料）（1）～（23）、継続の可否（電子資料）（1）～（35）につ

いて欠席 

※徳岡委員は継続の可否（紙資料）（1）～（23）、継続の可否（電子資料）（1）～（72）につ

いて欠席 

 

議題及び審議結果を含む概要 

審議事項≪継続の可否/紙資料≫ 

1 継続の可否  

「田辺三菱製薬による糖尿病性腎症第 3 期（顕性腎症期）患者を対象とした TA-7284 の第Ⅲ相試

験」（整理番号 006-17-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

2 継続の可否  

「中外製薬株式会社の依頼による早期(Prodromal から軽度）AD 患者を対象とした Gantenerumab の

国際共同第Ⅲ相試験」（整理番号 024-17-12、065-18-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した 

治験に関する変更申請（Filenote No.10） 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

3 継続の可否  

「中外製薬株式会社の依頼による早期（Prodromal から軽度）AD 患者を対象とした Gantenerumab の

国際共同第Ⅲ相試験」（整理番号 003-18-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（Filenote No.10） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

4 継続の可否  

「アボットメディカルジャパン合同会社の依頼による SJM-401 経カテーテル生体弁システムの安全

性と有効性に関する評価試験」（整理番号 024-16-10） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

 

 

 



5 継続の可否  

「ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による BMS-986165 の第Ⅱ相試験」（整理番号 

012-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

6 継続の可否  

「(治験国内管理人)IQVIA サービシーズジャパン株式会社の依頼による駆出率が保持された慢性心

不全患者を対象としたエンパグリフロジンの第Ⅲ相試験」（整理番号 005-18-01、007-17-01、047-

17-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

7 継続の可否  

「(治験国内管理人)IQVIA サービシーズジャパン株式会社の依頼による駆出率が低下した慢性心不

全患者を対象としたエンパグリフロジンの第Ⅲ相試験」（整理番号 005-18-02、007-17-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

8 継続の可否  

「（治験国内管理人）IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社の依頼による切除不能の局所進行性又

は転移性の胃腺癌又は食道胃接合部腺癌を対象としたBGB-A317の第Ⅲ相試験」（整理番号 070-

19-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

9 継続の可否  

「大塚製薬の依頼による，アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション患者を対象とした OPC-

34712(ブレクスピプラゾール)の第Ⅱ/Ⅲ相試験」（整理番号 051-18-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

10 継続の可否  

「大塚製薬の依頼による，アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション患者を対象とした OPC-

34712(ブレクスピプラゾール)の第Ⅲ相長期試験」（整理番号 051-18-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 



11 継続の可否  

「シミック株式会社（治験国内管理人）の依頼による虚血性心疾患患者に対する SMS15001 の医療

機器治験」（整理番号 012-17-08、024-17-19） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（添付文書、同意説明文書） 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

12 継続の可否  

「バイエル薬品株式会社の依頼による子宮筋腫患者を対象に vilaprisan を投与した際の有効性及び

安全性を評価すること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」（整理番号 008-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

13 継続の可否  

「（治験国内管理人）IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社の依頼による SWM-1234 の臨床試験」

（整理番号 012-19-04、024-19-08） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書に対する追加事項別紙 3） 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

14 継続の可否  

「株式会社大塚製薬工場の依頼による中心静脈栄養法を必要とする慢性腎不全患者を対象とした

OPF-109 の臨床試験（検証的試験：第 III 相）」（整理番号 024-19-10、065-19-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書分冊） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

15 継続の可否  

「株式会社 JIMRO の依頼による高血圧疾患に対する PRDS-001 検証試験」（整理番号 003-16-03、

006-17-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書） 

審議結果：承認 

16 継続の可否  

「大鵬薬品工業株式会社の依頼による高度催吐性抗悪性腫瘍薬（シスプラチン）を投与する患者を

対象とした Pro-NETU の第 III 相試験」（整理番号 024-19-06） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験薬概要書、同意説明文書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 



17 継続の可否  

「バイエル薬品株式会社の依頼による糖尿病性腎臓病（DKD）と臨床診断された 2 型糖尿病患者に

おける腎疾患の進行に関して、標準治療に上乗せした finerenone の有効性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、イベント主導型試験」（整理番号 005-

17-02、006-15-03、008-15-05、022-17-01、024-15-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

18 継続の可否  

「バイエル薬品株式会社の依頼による糖尿病性腎臓病（DKD）と臨床診断された 2 型糖尿病患者に

おける心血管系疾患の罹患率及び死亡率の低下に関して、標準治療に上乗せした finerenone の有

効性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、イベント

主導型試験」（整理番号 001-17-04、005-17-03、006-15-04、008-15-06、022-17-02、024-15-08） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

19 継続の可否  

「シミック株式会社（治験国内管理人）の依頼による遅発型ポンペ病を対象とした ATB200/AT2221併

用療法の第Ⅲ相試験」（整理番号 070-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙 1） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

20 継続の可否  

「アステラス製薬依頼の腎性貧血（保存期）を対象とする ASP1517 の第Ⅲ相比較試験」（整理番号 

004-18-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

21 継続の可否  

「アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社の依頼による慢性心不全患者を対象とした

AMG423 の第Ⅲ相試験」（整理番号 001-17-01、005-17-05、042-17-01、060-17-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 

 



22 継続の可否  

「科研製薬株式会社の依頼による深達性 II 度又は III 度熱傷を有する入院患者を対象とした KMW-1

の第 III 相試験」（整理番号 006-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別添 1) 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

23 継続の可否  

「サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社（治験国内管理人）の依頼によるリウマチ患者を対象とし

た MJK101 の第Ⅲ相試験」（整理番号 024-19-01、064-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別紙 1) 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審議事項≪継続の可否/電子資料≫ 

電子 1 継続の可否  

「医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 浅原 新吾の依頼による標準療法不応進行膵癌に対す

る S-1 併用 WT1 ペプチドパルス樹状細胞（TLP0-001）の安全性・有効性を検討する二重盲検ランダ

ム化比較試験」（整理番号 医)017-1801） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験実施計画書別紙 1、治験製品概要書、治験製品の

管理に関する手順書、安全性情報の取扱いに関する手順書） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 2 継続の可否  

「和泉市立総合医療センター 寺嶋 応顕の依頼による局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラ

チン+パクリタキセル+ニボルマブと胸部放射線同時併用療法の feasibility study」（整理番号 医）

070-1801） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験分担医師追加、治験実施計画書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 3 継続の可否  

「和泉市立総合医療センター 寺嶋 応顕の依頼による進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカル

ボプラチン+ペメトレキセド+アテゾリズマブ療法とカルボプラチン+ペメトレキセド+アテゾリズマブ+ベバ

シズマブ療法の多施設共同オープンラベル無作為化第 III 相比較試験」（整理番号 医)070-1802） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 4 継続の可否  

「エーザイ株式会社の依頼による早期アルツハイマー病患者を対象とした BAN2401 の第Ⅲ相試験」

（整理番号 061-19-01、065-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 5 継続の可否  

「ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼によるクローン病患者を対象とした Filgotinib の第Ⅲ相試

験」（整理番号 010-17-03、012-17-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験薬概要書、同意説明文書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 



電子 6 継続の可否  

「ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼によるクローン病患者を対象とした Filgotinib の継続投与試

験」（整理番号 010-17-04、012-17-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 7 継続の可否  

「ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼による潰瘍性大腸炎患者を対象とした Filgotinib の第Ⅱ/Ⅲ

相試験」（整理番号 010-17-01、012-17-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 8 継続の可否  

「ギリアド・サイエンシズ株式会社の依頼による潰瘍性大腸炎患者を対象とした Filgotinib の継続投

与試験」（整理番号 010-17-02、012-17-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 9 継続の可否  

「Clinlogix Japan 株式会社（治験国内管理人）の依頼による冠動脈血行再建術に対するシロリムス

溶出型吸収性ポリマーステント（MT005）の多施設共同無作為化試験」（整理番号 024-16-09） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 10 継続の可否  

「サノフィ株式会社の依頼による高コレステロール血症患者を対象としたプラルエントの第 IV 相試

験」（整理番号 022-17-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（製造販売後臨床試験実施計画書別紙） 

審議結果：承認 

電子 11 継続の可否  

「ゼオンメディカル株式会社の依頼による経皮的冠動脈血行再建術後のステント内再狭窄及び小血

管に対するシロリムスコーティング冠動脈バルーン(ZM-001)の多施設共同試験」（整理番号 012-

18-16、024-18-10） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

 

 



電子 12 継続の可否  

「武田薬品工業株式会社の依頼による Vedolizumab 皮下注製剤の非盲検長期継続投与試験（第

3b 相試験）」（整理番号 010-15-05、012-15-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 13 継続の可否  

「田辺三菱製薬株式会社の依頼による遅発性ジスキネジア患者を対象とした MT-5199 の第Ⅱ/Ⅲ

相試験」（整理番号 051-17-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙 1，2） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 14 継続の可否  

「日本メドトロニック株式会社の依頼による透析用の自己血管使用皮下動静脈瘻（AVF）の閉塞性病

変の治療における IN.PACT™ AV Access パクリタキセルコーティング経皮的血管形成術（PTA）バル

ーン及び標準 PTA を比較する無作為化臨床試験」（整理番号 003-17-02、024-17-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 15 継続の可否  

「バイエル薬品株式会社の依頼による赤血球造血刺激因子製剤にて治療中の腎性貧血を合併した

透析患者を対象とした、経口 molidustat の有効性及び安全性をダルベポエチン アルファと比較検

討する無作為化二重盲検、ダブルダミー、実薬対照、並行群間、多施設共同試験」（整理番号 065-

18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 16 継続の可否  

「ファイザー株式会社の依頼による 50 歳以上の成人を対象とする PF-06425090 の第 3 相試験」

（整理番号 002-17-01、006-17-01、047-17-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 



電子 17 継続の可否  

「ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の依頼による浅大腿動脈及び近位膝窩動脈病変

の治療における BSJ011R と標準的なバルーン血管形成術を比較するランダム化試験」（整理番号 

003-16-06） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙） 

審議結果：承認 

電子 18 継続の可否  

「ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の依頼による SAVAL 臨床試験：重症下肢虚血患

者下腿動脈病変の治療における BSJ013E のランダム化比較試験」（整理番号 003-18-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験実施計画書補遺、治験実施計画書別紙、治験機器

概要書、症例報告書の見本、同意説明文書、同意撤回書、被験者への支払いに関する資料） 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 19 継続の可否  

「アボット バスキュラー ジャパン株式会社の依頼による症候性慢性重度僧帽弁閉鎖不全症に対す

る AVJ-514 の多施設共同単群試験」（整理番号 024-15-05） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 20 継続の可否  

「サノフィ株式会社の依頼による未治療の遅発型ポンぺ病患者を対象とした neoGAA の第 3 相試

験」（整理番号 070-16-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（同意説明文書） 

審議結果：承認 

電子 21 継続の可否  

「株式会社新日本科学 PPD（治験国内管理人）の依頼による中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者

を対象とした SHP647 の第Ⅲ相導入療法試験」（整理番号 010-18-03、012-18-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 22 継続の可否  

「株式会社新日本科学 PPD（治験国内管理人）の依頼による中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者

を対象とした SHP647 の第Ⅲ相維持療法試験」（整理番号 010-18-04、012-18-05） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 



電子 23 継続の可否  

「株式会社新日本科学 PPD（治験国内管理人）の依頼による中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者

又はクローン病患者を対象とした SHP647 の第Ⅲ相継続投与試験」（整理番号 010-18-05、012-18-

06） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 24 継続の可否  

「株式会社新日本科学 PPD（治験国内管理人）の依頼による中等症から重症のクローン病患者を対

象とした SHP647 の第Ⅲ相導入療法試験」（整理番号 010-18-09、012-18-11） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 25 継続の可否  

「株式会社新日本科学 PPD（治験国内管理人）の依頼による中等症から重症のクローン病患者を対

象とした SHP647 の第Ⅲ相維持療法試験」（整理番号 010-18-10、012-18-12） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 26 継続の可否  

「ゼリア新薬工業株式会社の依頼による ZG-801 の第 II 相試験」（整理番号  004-18-04、007-18-

04、011-18-04、016-18-02、024-18-07、047-18-04、052-18-03、059-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 27 継続の可否  

「ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の依頼による新規小口径冠動脈病変の治療にお

ける BSJ016A のランダム化比較試験」（整理番号 012-19-02、024-19-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 28 継続の可否  

「ロート製薬株式会社の依頼による糖尿病性潰瘍患者を対象とした TKKT01 の一般臨床試験」（整

理番号 004-18-03、060-18-02、074-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 



電子 29 継続の可否  

「SINOMED 株式会社（治験国内管理人）の依頼による The PIONEER III Trial 

A Prospective Multicenter Global Randomized Controlled Trial Assessing the Safety and Efficacy of 

the BuMA Supreme™ Biodegradable Drug Coated Coronary Stent System for Coronary 

Revascularization in Patients with Stable Coronary Artery Disease or Non-ST Segment Elevation 

Acute Coronary Syndromes」（整理番号 012-17-10、024-17-20） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙 1） 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 30 継続の可否  

「サノフィ株式会社の依頼による常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者を対象とした

GZ/SAR402671 の第 II/III 相試験」（整理番号 024-18-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、同意説明文書、電子日誌） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 31 継続の可否  

「CSL ベーリング株式会社の依頼による ACS 患者を対象とした CSL112 の二重盲検第 3 相臨床試

験」（整理番号 006-19-05） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 32 継続の可否  

「田辺三菱製薬株式会社の依頼による変形性関節症患者を対象とした MT-5547 の第Ⅱ/Ⅲ相試

験」（整理番号 047-17-05、065-17-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙 1,2） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 33 継続の可否  

「ニプロ株式会社の依頼による虚血性心疾患患者を対象とした NP024 の多施設共同外部対照試験

（NP024-P01）」（整理番号 024-18-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 34 継続の可否  

「日本イーライリリー株式会社の依頼による早期症候性アルツハイマー病を対象とした LY3303560

の第Ⅱ相試験」（整理番号 024-17-22） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、同意説明文書） 

審議結果：承認 



電子 35 継続の可否  

「日本イーライリリー株式会社の依頼による従来治療及び生物学的製剤が不良な中等症から重症

の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相試験」（整理番号 010-18-06、012-

18-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 36 継続の可否  

「日本イーライリリー株式会社の依頼による中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とし

た LY3074828 の第Ⅲ相試験」（整理番号 010-18-07、012-18-08） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 37 継続の可否  

「日本イーライリリー株式会社の依頼による潰瘍性大腸炎患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相試

験」（整理番号 010-19-02、012-19-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別冊、同意説明文書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 38 継続の可否  

「日本イーライリリー株式会社の依頼によるクローン病患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相試験」

（整理番号 010-19-05、012-19-06） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書補遺、治験実施計画書別冊、同意説明文書） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 39 継続の可否  

「日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の依頼による中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎

患者を対象とした BI 655130 の導入療法」（整理番号 010-18-01、012-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 



電子 40 継続の可否  

「日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ株式会社の依頼による中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対

象とした BI 655130 の長期投与」（整理番号 010-18-08、012-18-10） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 41 継続の可否  

「ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の依頼による過体重又は肥満被験者を対象とした NN9535 の

第Ⅲ相心血管系アウトカム試験」（整理番号 007-18-02、017-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（被験者マテリアル） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 42 継続の可否  

「バイオジェン・ジャパン株式会社の依頼による BIIB092 の後期第Ⅱ相試験」（整理番号  064-17-

04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（同意説明文書） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 43 継続の可否  

「ヤンセンファーマ株式会社の依頼による中等症から重症の活動期のクローン病患者を対象とする

グセルクマブの有効性及び安全性評価を目的とした第 II/III 相，ランダム化，二重盲検，プラセボ及

び実薬対照，並行群間比較，多施設共同試験」（整理番号 012-18-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 44 継続の可否  

「小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の第Ⅱ／Ⅲ相試験」（整理番号 012-17-05、

017-17-01、024-17-04、070-17-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別冊 1） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 45 継続の可否  

「興和株式会社の依頼による高脂血症患者を対象とした K-877 の第 4 相試験」（整理番号 025-17-

03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙） 

審議結果：承認 

 



電子 46 継続の可否  

「サノフィ株式会社の依頼によるリウマチ性多発筋痛症患者を対象とした SAR153191 の第 III 相試

験」（整理番号 024-19-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 47 継続の可否  

「帝國製薬株式会社の依頼による TK-023 の軽度及び中等度アルツハイマー型認知症を対象とした

第Ⅲ相試験－TK-023 27.5mg のドネペジル塩酸塩 5mg 錠対照、24 週間多施設共同二重盲検 並

行群間非劣性試験－ 

－TK-023 27.5mg の非盲検継続投与試験－」（整理番号 003-18-10、065-18-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙 1） 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

電子 48 継続の可否  

「帝國製薬株式会社の依頼による TK-023 の高度アルツハイマー型認知症を対象とした長期投与試

験」（整理番号 003-18-11、065-18-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別紙 1） 

審議結果：承認 

電子 49 継続の可否  

「ノバルティス ファーマ株式会社の依頼による左室駆出率が低下した日本人慢性心不全患者を対

象とした LCZ696 の第Ⅲ相試験」（整理番号 003-15-02、007-15-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 50 継続の可否  

「F. Hoffmann-La Roche, Ltd.の依頼によるインフルエンザ患者と同居家族を対象とした baloxavir 

marboxil の第 3 相試験」（整理番号 062-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 51 継続の可否  

「アストラゼネカ株式会社の依頼による慢性腎臓病患者を対象とした Dapagliflozin の第Ⅲ相試験」

（整理番号 002-17-06、007-17-05、024-17-21） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別紙） 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 



電子 52 継続の可否  

「アストラゼネカ株式会社の依頼による左室駆出率の保たれた心不全（HFpEF）患者を対象とした

Dapagliflozin の第Ⅲ相試験」（整理番号 003-18-05、008-18-04、016-18-01、017-18-02、022-18-

02、042-18-01、047-18-01、052-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 53 継続の可否  

「アストラゼネカ株式会社の依頼による An International, Multicentre, Parallel-group, Randomised, 

Double-blind, Placebo-controlled, Phase III Study Evaluating the effect of Dapagliflozin on Exercise 

Capacity in Heart Failure Patients with Preserved Ejection Fraction (HFpEF) 

左室駆出率の保たれた心不全（HFpEF）患者を対象にダパグリフロジンが運動能力に及ぼす影響を

評価する国際多施設共同並行群間無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験」（整理番号 001-

19-01、002-19-01、016-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 54 継続の可否  

「アストラゼネカ株式会社の依頼による An International, Multicentre, Parallel-group, Randomised, 

Double-blind, 

Placebo-controlled, Phase III Study Evaluating the effect of Dapagliflozin on Exercise Capacity in 

Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction (HFrEF) 

左室駆出率の低下した心不全（HFrEF）患者を対象にダパグリフロジンが運動能力に及ぼす影響を

評価する国際多施設共同並行群間無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験」（整理番号 001-

19-02、002-19-02） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 55 継続の可否  

「（治験国内管理人）IQVIA サービシーズジャパン株式会社の依頼による冠動脈狭窄における

MedJ-01 の安全性及び有効性評価のための多施設臨床試験」（整理番号 012-16-03、 024-16-

13） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 



電子 56 継続の可否  

「大塚製薬の依頼による統合失調症患者を対象とした OPC-34712FUM の第 I 相試験」（整理番号 

051-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書別添 1,2、治験薬概要書） 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 57 継続の可否  

「株式会社三和化学研究所の依頼による維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対

象とした SK-1403 の長期投与試験（第 III 相試験）」（整理番号 006-18-02、011-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 58 継続の可否  

「株式会社 三和化学研究所の依頼による維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を

対象とした SK-1403 の二重盲検並行群間比較試験（第 III 相試験）」（整理番号 047-18-02、065-

18-05） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 59 継続の可否  

「日本メドトロニック株式会社の依頼による重度の症候性僧帽弁逆流症患者における MDT-2218 

TMVR システムを用いた経カテーテル僧帽弁置換術－APOLLO 臨床試験」（整理番号 024-19-09） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 60 継続の可否  

「ユーシービージャパン株式会社の依頼による Brivaracetam（ucb34714）の第Ⅲ相長期継続投与試

験」（整理番号 024-19-12） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 61 継続の可否  

「ユーシービージャパン株式会社の依頼による Brivaracetam（ucb34714）の第Ⅲ相試験」（整理番号 

024-19-05） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 



電子 62 継続の可否  

「イーピーエス株式会社（治験国内管理人）の依頼による閉塞性動脈硬化症（ASO）による重症下肢

虚血（CLI）を有する患者を対象として CLBS12 の有効性及び安全性を評価する前向き、非盲検、対

照、無作為化、多施設共同試験並びにバージャー病（BD）による CLI を有する患者を対象として

CLBS12 の安全性及び有効性を評価する単群サブ試験」（整理番号 再生)024-1701） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験製品概要書、同意説明文書、添付文書） 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 63 継続の可否  

「武田薬品工業株式会社の依頼によるクローン病に伴う肛門周囲複雑瘻孔を有する患者を対象とし

た Cx601 の第 3 相試験」（整理番号 再生）012-1801） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請（治験実施計画書、治験実施計画書別紙 1、同意説明文書） 

審議結果：承認 

電子 64 継続の可否  

「アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象としたウパダシ

チニブ（ABT-494）の導入療法及び維持療法における安全性及び有効性を評価する多施設共同無

作為化二重盲検プラセボ対照試験」（整理番号 010-18-11、012-18-13） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書分冊、同意説明文書) 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

電子 65 継続の可否  

「アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象としたウパダシ

チニブ（ABT-494）の有効性及び安全性を評価する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照導

入療法試験」（整理番号 010-18-12、012-18-14） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(同意説明文書) 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

電子 66 継続の可否  

「アッヴィ合同会社の依頼による潰瘍性大腸炎患者を対象としたウパダシチニブ（ABT-494）の安全

性及び有効性を評価する第 III 相多施設共同長期継続投与試験」（整理番号 010-18-13、012-18-

15） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書分冊、同意説明文書) 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 



電子 67 継続の可否  

「アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の活動性クローン病患者を対象として risankizumab

の有効性及び安全性を評価する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照導入療法試験」（整理

番号 010-19-03） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 68 継続の可否  

「アッヴィ合同会社の依頼による M16-006 試験又は M15-991 試験の導入療法で改善した；若しくは

M15-989 試験を完了したクローン病患者を対象として，risankizumab の有効性及び安全性を評価す

る多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照 52 週間維持療法試験及び非盲検継続投与試験」

（整理番号 010-19-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 69 継続の可否  

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

理番号 008-17-02、024-17-01、 061-17-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 70 継続の可否  

「大塚製薬の依頼による，経口摂取が困難又は不可能なうっ血性心不全患者を対象とした OPC-

61815 の第Ⅲ相試験」（整理番号 003-19-02、004-19-01、011-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験分担医師追加、治験実施計画書別添資料 1,2) 

審議結果：承認 

電子 71 継続の可否  

「協和キリン株式会社の依頼によるレボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病患者を対象とした

KW-6356 の後期第 II 相試験」（整理番号 003-18-08） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

電子 72 継続の可否  

「第一三共株式会社の依頼による血栓性脳梗塞患者を対象とした CS-747S の第Ⅲ相試験」（整理

番号 002-18-01、003-18-04、024-18-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別紙 2) 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

 

 



電子 73 継続の可否  

「株式会社ティムスの依頼による TMS-007 の脳梗塞患者を対象とした単回投与試験（前期第Ⅱ相

試験）」（整理番号 001-18-01、024-18-08、025-18-04） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書で規定されている PD 検査に関わる測定機関の名称変更

レター) 

審議結果：承認 

電子 74 継続の可否  

「日本メドトロニック株式会社の依頼による外科的大動脈弁置換に対し低リスクの患者における

MDT-2217／MDT-2317 を用いた経カテーテル大動脈弁置換術」（整理番号 012-18-09、024-17-

15） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書補遺、治験実施計画書別紙、治験機器概要書、症例報告

書の見本) 

安全性情報等に関する報告 

継続審査（試験期間が１年を超えるため継続の妥当性について審議） 

審議結果：承認 

電子 75 継続の可否  

「日本メドトロニック株式会社の依頼による Onyx ONE Clear 臨床試験：出血リスクが高い患者に対す

る MDT-2118 ステントを用いた 1 ヶ月の DAPT 療法におけるシングルアーム臨床試験」（整理番号 

024-18-06） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別紙、症例報告書の見本) 

安全性情報等に関する報告 

重篤な有害事象に関する報告 

審議結果：承認 

電子 76 継続の可否  

「ノボ ノルディスクファーマ株式会社の依頼の慢性腎臓病を有する 2 型糖尿病患者を対象としたセ

マグルチド第Ⅲ相試験」（整理番号 006-19-01、007-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

除外基準からの逸脱に関する報告 

審議結果：承認 

電子 77 継続の可否  

「ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の依頼による 2 型糖尿病患者を対象とした NN9924 の心血管

系アウトカム試験」（整理番号 002-19-03、006-19-02、007-19-02、060-19-01） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 



電子 78 継続の可否  

「ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の依頼による浅大腿動脈及び/又は近位膝窩動

脈病変の治療における BSJ007E のランダム化比較試験」（整理番号 003-15-07） 

以下の事項について引き続き試験を継続して行うことの妥当性について審議した  

治験に関する変更申請(治験実施計画書別紙、治験機器概要書) 

安全性情報等に関する報告 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審議事項≪初回審査≫ 

新規 1 実施の可否  

「ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による BMS-986177 の第 2 相試験」（整理番号 

001-19-04、006-19-04、025-19-02） 

【初回審議】試験実施の妥当性について審議した。  

審議結果：修正の上で承認 

同意説明文書（本体）について 

・BMS-986177 との併用でさらにリスクが高まる可能性があることを追記すること 

・PK・PD の採血は同時に行うことが分かる記載にすること 

・“10.他の治療法について”の「抗血栓薬」についてわかりやすい説明にすること 

・Day60 の電話調査について外来受診日と同日でないことがわかる記載にすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項≪紙資料≫ 

下記の事項について報告され、特に意見なく了承された。 

報告 1  

「日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の依頼による GLORIA-AF：心房細動患者における長期

経口抗血栓療法を検討する国際レジストリ（フェーズ II/III）」（整理番号 002-14-01、006-14-01） 

治験終了報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項≪電子資料≫ 

下記の事項について報告され、特に意見なく了承された。 

報告電子 1  

「キッセイ薬品工業株式会社の依頼による MR13A9 の第Ⅱ相試験」（整理番号 065-18-06） 

治験終了報告 

報告電子 2  

「バイエル薬品株式会社の依頼による左室駆出率が低下した心不全（HFrEF）患者を対象に、経口

sGC 刺激薬 vericiguat の有効性及び安全性を検討する無作為化、並行群間、プラセボ対照、二重

盲検、イベント主導型、多施設共同、ピボタル、第 III 相、臨床アウトカム試験」（整理番号 025-16-

04） 

治験終了報告 

報告電子 3  

「ＥＡファーマ株式会社の依頼による潰瘍性大腸炎患者を対象とした AJM347 の臨床前期第Ⅱ相試

験」（整理番号 012-19-05） 

治験中断報告 

報告電子 4  

「株式会社 三和化学研究所の依頼による維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を

対象とした SK-1403 の二重盲検並行群間比較試験（第 III 相試験）」（整理番号 047-18-02） 

治験分担医師削除 

報告電子 5  

「大塚製薬の依頼によるうっ血性心不全患者を対象とした OPC-61815 の第Ⅲ相試験」（整理番号 

022-19-02、059-19-02、070-19-03） 

第 180 回 IRB 条件付承認修正報告 

報告電子 6  

「CSL ベーリング株式会社の依頼による ACS 患者を対象とした CSL112 の二重盲検第 3 相臨床試

験」（整理番号 006-19-05） 

第 180 回 IRB 条件付承認修正報告 

報告電子 7  

「日本イーライリリー株式会社の依頼による早期症候性アルツハイマー病を対象とした LY3303560

の第Ⅱ相試験」（整理番号 024-17-22） 

治験分担医師削除 

以上 

 


