
    

第第第第３６３６３６３６回回回回    国際医療福祉大学国際医療福祉大学国際医療福祉大学国際医療福祉大学・・・・高邦会高邦会高邦会高邦会グループグループグループグループ共同臨床研究審査委員会共同臨床研究審査委員会共同臨床研究審査委員会共同臨床研究審査委員会    

会議会議会議会議のののの概要概要概要概要    

 

１．日   時： 平成 21 年 6 月 23 日（火）18 時 30 分～2 時 35 分（審議時間 3 時間 5 分） 

２．場   所： 国際医療福祉大学 東京事務所 地下１階会議室 

３．出 席 者： 審 査 委 員  北澤 京子、小出 大介、 澤井 仁、 

  田嶋 紀子、中野 重行、山沖 和秀、渡辺 清明 

                    池田 俊也（欠席）、齋藤 純（欠席）、 三輪 亮寿（欠席）                              

 IRB 設置代表者 国際医療福祉大学三田病院長 小川 聡        （敬称略）  

             

４．議案一覧 （詳細は別紙）： 

 本年６月 1 日に着任した小川聡三田病院長より、国際医療福祉大学・高邦会グループ共同臨床

研究審査委員会設置者代表の交代の挨拶が行われた。 

審査委員会の成立要件を満たしていることが確認された後、審査委員会の委員長選出が行われ、

全会一致で中野重行委員が再選された。 

    

○1  前回議事録前回議事録前回議事録前回議事録（（（（案案案案）））） --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 1111----1111､､､､1111----2222    

 前回議事録の確認が行われ、欠席した三輪委員から文書にて修正の指摘があり、事務局にて

修正することとなった。 

 

○2  審査審査審査審査 AAAA（（（（初初初初    回回回回）【）【）【）【高木病院高木病院高木病院高木病院】】】】    ノバルティスファーマノバルティスファーマノバルティスファーマノバルティスファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相相相相試験試験試験試験    

（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0902090209020902----024024024024））））    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 資料資料資料資料 A1A1A1A1    

 （初回審査）  治験責任医師ならびに治験依頼者により、治験の概要、試験計画等が説明さ

れた。質疑応答において、同意説明文書において、負担軽減費の説明や誤

字など一部修正の要望がなされた。審議の結果、本治験の実施は承認され

た。 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

③ 審査審査審査審査 AAAA（（（（初初初初    回回回回）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    アステラスアステラスアステラスアステラス製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

（（（（長期投与試験長期投与試験長期投与試験長期投与試験））））（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：KFKFKFKF----1111----0901090109010901----025025025025）））） ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 A2A2A2A2    

 （初回審査）  治験責任医師ならびにＣＲＯにより、治験の概要、試験計画等が説明された。

質疑応答において、同意説明文書において、誤字など一部修正の要望がなさ

れた。審議の結果、本治験の実施は承認された。 

    

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    



○4  審査審査審査審査Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（再再再再審査審査審査審査）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    自主自主自主自主臨床試験臨床試験臨床試験臨床試験    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：KFKFKFKF----2222----0804080408040804----047047047047））））--------------------     資料資料資料資料 B2B2B2B2    

 （試験の実施可否）  試験責任医師により、試験の概要、試験計画等が説明された。有害事象へ

の補償ならびに利益相反など、倫理指針において記載すべき事項が不備な

ため修正の指摘が行われ、今回の審査は保留となった。 

    

審議結果審議結果審議結果審議結果        保留保留保留保留    

    

○5  審査審査審査審査 BBBB（（（（再審査再審査再審査再審査）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    自主自主自主自主臨床試験臨床試験臨床試験臨床試験    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：KFKFKFKF----2222----0804080408040804----048048048048）））） ----------------     資料資料資料資料 B3B3B3B3    

 （試験の実施可否）  試験責任医師により、試験の概要、試験計画等が説明された。有害事象へ

の補償ならびに利益相反など倫理指針において記載すべき事項が不備な

ため修正の指摘が行われ、今回の審査は保留となった。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        保留保留保留保留    

 

○6  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田三田三田三田病院病院病院病院】】】】    武田薬品工業株式会社武田薬品工業株式会社武田薬品工業株式会社武田薬品工業株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる製造販売後臨床製造販売後臨床製造販売後臨床製造販売後臨床試験試験試験試験    

（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----1111----0601060106010601））））--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 AAAA３３３３    

 （治験継続の可否：継続審査） 継続審査における実施状況報告、試験実施計画書の一部変更、

ＳＤＶの報告ついてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。審議の結果、審

査委員の異議無く、本製造販売後臨床試験の継続実施等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○7     審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木高木高木高木病院病院病院病院】】】】    ブリストルブリストルブリストルブリストル・・・・マイヤーズマイヤーズマイヤーズマイヤーズ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    （（（（整整整整

理番号理番号理番号理番号：：：：THTHTHTH----1111----0703070307030703----009009009009））））----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 A4A4A4A4    

 （治験継続の可否） 安全性報告、治験実施計画書別紙、治験責任医師の職名変更、高木病院

で発生した重篤な有害事象第２報報告、登録終了報告ついてＩＲＢ事務局担

当者より説明が行われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続

等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○8  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木高木高木高木病院病院病院病院】】】】    ファファファファイザーイザーイザーイザー株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0700700700705555----000012121212）））） --------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 A5A5A5A5    

 （治験継続の可否） 高木病院で発生した重篤な有害事象追加報告ついてＩＲＢ事務局担当者よ

り説明が行われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続等が了

承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    



○9  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木病院高木病院高木病院高木病院】】】】    ソルベイソルベイソルベイソルベイ製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験        

（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0801080108010801----016016016016））））-------------------------------------------------------------------- 資料資料資料資料 A6A6A6A6----1111    

 （治験継続の可否） ＤＢＴ治験の症例数を 2 例から３例に増やす迅速審査の報告、ならびに安全

性情報、プロトコール別紙の変更についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行わ

れた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

⑩ 審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木病院高木病院高木病院高木病院】】】】    ソルベイソルベイソルベイソルベイ製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

（（（（長期投与試験長期投与試験長期投与試験長期投与試験））））    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0800800800802222----010101017777）））） ------------------------------------------------------------ 資料資料資料資料 A6A6A6A6----2222    

 （治験継続の可否） 安全性情報、プロトコール別紙の変更についてＩＲＢ事務局担当者より説明

が行われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続等が了承さ

れた。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○11  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木病院高木病院高木病院高木病院】】】】    ヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0803080308030803----018018018018）））） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 資料資料資料資料 A7A7A7A7    

 （治験継続の可否） 症例数を 4 例から 8 例に増やす迅速審査の報告、安全性情報、保険契約更

新についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。審議の結果、審査委員

の異議無く、本治験の継続等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○12  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【高木高木高木高木病院病院病院病院】】】】    旭化成旭化成旭化成旭化成ファーマファーマファーマファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0804080408040804----021021021021））））    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 資料資料資料資料 A8A8A8A8    

 （中間解析の報告） 中間解析についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○13  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田病院三田病院三田病院三田病院】】】】    株式会社株式会社株式会社株式会社ニデックニデックニデックニデックのののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

（（（（長期投与試験長期投与試験長期投与試験長期投与試験））））                （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----1111----0803080308030803----020020020020）））） ------------------------------------ 資料資料資料資料 A9A9A9A9 

 （治験継続の可否） 治験期間中に重篤な有害事象が発生しなかったとの報告、有害事象の転帰

確認が未終了な為、治験期間延長についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行

われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

 



○14     審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田三田三田三田病院病院病院病院】】】】    ファイザーファイザーファイザーファイザー株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相相相相試験試験試験試験        

                                                                （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----1111----0804080408040804----022022022022）））） ------------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 A10A10A10A10    

 （治験継続の可否） 安全性情報についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。審議の結果、

審査委員の異議無く、本治験の継続等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○15  審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田病院三田病院三田病院三田病院】】】】    サノフィサノフィサノフィサノフィ・・・・アベンティスアベンティスアベンティスアベンティス株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる第第第第ⅢⅢⅢⅢ相試験相試験相試験相試験    

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：THTHTHTH----1111----0901090109010901----023 023 023 023 ）））） --------------------------------------------------------------------------------     資料資料資料資料 A11A11A11A11    

 （治験継続の可否） 安全性情報と治験薬概要書の改訂についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行

われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の継続等が了承され

た。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○16 審査審査審査審査Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田病院三田病院三田病院三田病院】】】】    株式会社株式会社株式会社株式会社ポーラファルマポーラファルマポーラファルマポーラファルマのののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる脂漏性皮膚炎患者脂漏性皮膚炎患者脂漏性皮膚炎患者脂漏性皮膚炎患者をををを対対対対

象象象象としたとしたとしたとした治療薬重篤副作用等症例定期報告治療薬重篤副作用等症例定期報告治療薬重篤副作用等症例定期報告治療薬重篤副作用等症例定期報告（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FFFFMMMM----1111----0702070207020702----014014014014    ）））） --------------------     資料資料資料資料 A1A1A1A1２２２２    

 （治験継続の可否） 治験期間中に重篤な有害事象が発生しなかったとの報告についてＩＲＢ事務

局担当者より説明が行われた。審議の結果、審査委員の異議無く、本治験の

継続等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○17 審査審査審査審査Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（初初初初    回回回回）【）【）【）【三田病院三田病院三田病院三田病院】】】】        自主自主自主自主臨床試験臨床試験臨床試験臨床試験    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----2222----0901090109010901----050050050050）））） ---------------- 資料資料資料資料 B1B1B1B1    

（初回審査）    ＩＲＢ事務担当者より、試験の概要、試験計画等が説明された。質疑応答にお

いて、同意説明文書において、謝金の説明や誤字など一部修正の要望がな

された。審議の結果、本試験の実施は承認された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○18 審査審査審査審査Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【福岡中央病院福岡中央病院福岡中央病院福岡中央病院】】】】    自主臨床試験自主臨床試験自主臨床試験自主臨床試験（（（（EWTOPIA75EWTOPIA75EWTOPIA75EWTOPIA75））））        

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FFFFCCCC----2222----808080801111----000043434343）））） ---------------------------- 資料資料資料資料 B4B4B4B4    

 （代理審査）     代理審査についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。審議の結果、本

試験の実施（代理審査分）が了承された。代理審査において緊急時対応に

ついてＩＲＢ事務局で確認する様に指示があった。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 



○19 審査審査審査審査Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【福岡中央病院福岡中央病院福岡中央病院福岡中央病院】】】】    自主臨床試験自主臨床試験自主臨床試験自主臨床試験（（（（EWTOPIA75EWTOPIA75EWTOPIA75EWTOPIA75----KyushuKyushuKyushuKyushu））））        

    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FFFFCCCC----2222----808080802222----000044444444））））    ---------------------------- 資料資料資料資料 B5B5B5B5    

 （代理審査）      代理審査についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われた。審議の結果、本

試験の実施（代理審査分）が了承された。代理審査において緊急時対応に

ついてＩＲＢ事務局で確認する様に指示があった。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

 

○20 審査審査審査審査 BBBB（（（（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田病院三田病院三田病院三田病院】】】】    自主研究自主研究自主研究自主研究（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----2222----0705070507050705----023023023023）））） ------------------------------------ 資料資料資料資料 B6B6B6B6    

（試験担当医師等の変更） 試験担当医師等の変更についてＩＲＢ事務局担当者より説明が行われ

た。審議の結果、研究担当者の変更が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

 

○21  審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【三田三田三田三田病院病院病院病院・・・・熱海病院熱海病院熱海病院熱海病院】】】】    ノバルティスファーマノバルティスファーマノバルティスファーマノバルティスファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によによによによるるるる    

特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FMFMFMFM----3333----0907090709070907----094094094094）））） -------------------- 資料資料資料資料 C1C1C1C1    

（初回審査）   ＩＲＢ事務局より、調査の概要等が説明された。審議の結果、本調査の実施等が了

承された。 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

○22 審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【熱海熱海熱海熱海病院病院病院病院】】】】    ヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる    

特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FAFAFAFA----3333----0907090709070907----096096096096））））------------------------ 資料資料資料資料 C2C2C2C2    

（初回審査）   ＩＲＢ事務局より、調査の概要等が説明された。審議の結果、本調査の実施等が了

承された。 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

○23 審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【熱海熱海熱海熱海病院病院病院病院】】】】    副作用報告副作用報告副作用報告副作用報告    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FAFAFAFA----3333----0906090609060906----095095095095））））    ------------------------ 資料資料資料資料 C3C3C3C3    

（副作用報告）  ＩＲＢ事務局より、副作用が説明され、了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        ((((該当該当該当該当せずせずせずせず))))    報告報告報告報告    

    

    

    

    

    



○24 審審審審査査査査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【山王病院山王病院山王病院山王病院】】】】    アステラスアステラスアステラスアステラス製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社製薬株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる    

使用成績調査使用成績調査使用成績調査使用成績調査（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：KFKFKFKF----3333----0802080208020802----059059059059））））    ------------------------ 資料資料資料資料 C4C4C4C4    

（調査終了報告）  ＩＲＢ事務局より、本調査の終了が説明された。本調査の終了が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

○25 審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    大正富山医薬品大正富山医薬品大正富山医薬品大正富山医薬品株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる    

使用成績調査使用成績調査使用成績調査使用成績調査（（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：KFKFKFKF----3333----0000802802802802----000059595959））））    ------------------------ 資料資料資料資料 C5C5C5C5    

（迅速審査報告）  ＩＲＢ事務局より、本調査の症例数が 5 症例から１０例に追加迅速審査されたこ

とが説明された。審議の結果、本調査の症例数追加が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

○26     審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    ファイザーファイザーファイザーファイザー株式会社株式会社株式会社株式会社のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる    

特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：：：：FAFAFAFA----3333----0906090609060906----095095095095）））） -------- 資料資料資料資料 C6C6C6C6    

（迅速審査報告）  ＩＲＢ事務局より、本調査の施設追加が説明された。審議の結果、本調査の実

施等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    

    

○27 審査審査審査審査Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（既審査既審査既審査既審査）【）【）【）【国福病院国福病院国福病院国福病院】】】】    バイエルバイエルバイエルバイエル薬品薬品薬品薬品のののの依頼依頼依頼依頼によるによるによるによる    

特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査特定使用成績調査    （（（（整理番号整理番号整理番号整理番号：）：）：）：）-------------------------------------------------------- 資料資料資料資料 CCCC７７７７    

 

（迅速審査報告）  ＩＲＢ事務局より、本調査の施設追加が説明された。審議の結果、本調査の実

施等が了承された。 

 

審議結果審議結果審議結果審議結果        承認承認承認承認    


