
開催日時 2015年9月4日(金)17：00～17：45
開催場所 3階会議室（3-1）
出席委員名
議題及び審議 Ⅰ．審議事項
結果を含む主
な議論の概要

治験分担医師より治験薬の概要、治験実施計画書等について説明が行われ、治験実
施の妥当性について審議。

審議結果：承認

・中等症から重症の活動期日本人潰瘍性大腸炎患者を対象にゴリムマブ皮下投与による
寛解維持療法の安全性及び有効性評価を目的とした第Ⅲ相、多施設共同、プラセボ対
照、二重盲検、Randomized withdrawal試験<ヤンセンファーマ株式会社>

・武田薬品工業株式会社の依頼による第1相試験
コホートの追加等に伴う治験実施計画書の変更について、治験継続の妥当性につい
て審議。

４．治験実施計画書等改訂

審議結果：承認

東邦大学医療センター佐倉病院

第226回　治験審査委員会　議事要旨

小松,神谷,清水,山口,産賀,真坂,寺口,村野,中村,春木,山辺,大野

１．新規申請

治験事務局より当院で発生した重篤な有害事象（及び追加報告）について説明が行わ
れ、治験継続の妥当性について審議。

・アステラス製薬株式会社依頼の前立腺癌患者を対象とするASP3550の第Ⅲ相試験
治験期間が2年を超えるため、治験を継続して行うことの妥当性について審議。

２．継続審査

３．有害事象に関する報告書（当院症例）

・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Ustekinumabによる寛解導入
療法及び寛解維持療法の安全性及び有効性評価を目的とした第Ⅲ相，多施設共同，プ
ラセボ対照二重盲検比較試験<ヤンセンファーマ株式会社>

・ITK-1の前立腺癌に対するプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験<株式会社グリーン
ペプタイド>

・クローン病の治療における、MLN0002（300mg）の第3相試験<武田薬品工業株式会社>

審議結果：承認

・日本人のMRSA感染症（皮膚・軟部組織感染症又はそれに伴う敗血症）患者における
BAY　1192631の有効性及び安全性についてリネゾリドと比較検討することを目的とした多
施設共同、前向き、実薬対照、無作為化、非盲検比較試験<バイエル薬品株式会社>

治験期間が2年を超えるため、治験を継続して行うことの妥当性について審議。
審議結果：承認

審議結果：承認

治験事務局より当院で発生した重篤な有害事象（及び追加報告）について説明が行わ
れ、治験継続の妥当性について審議。

定期更新に伴うInvestigator's Brochureの変更、治験実施体制変更等に伴う治験実施
体制（治験依頼者、治験実施医療機関及び治験責任医師）及び治験実施期間の変更
について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

日本語版プロトコルの誤記修正等に伴う治験実施計画書（英語版、日本語版）の変
更、年次改訂に伴う治験薬概要書の変更について、治験継続の妥当性について審
議。

審議結果：承認

審議結果：承認

・中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として高用量のアダリムマブでの導
入療法及び維持療法を標準用量と比較する多施設共同無作為化二重盲検試験<アッヴィ
合同会社>



５．説明文書・同意文書改訂

審議結果：承認

・中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として高用量のアダリムマブでの導
入療法及び維持療法を標準用量と比較する多施設共同無作為化二重盲検試験<アッヴィ
合同会社>

審議結果：承認

治験薬に係る苦情における報告要件の追記等に伴う治験実施計画書（英語版、日本
語版）の変更、年次改訂に伴う治験薬概要書の変更について、治験継続の妥当性に
ついて審議。

審議結果：承認

・アビラテロン酢酸エステル（ザイティガ®錠）の初回CAB療法中に再燃したCRPC患者に
対する製造販売後臨床試験<ヤンセンファーマ株式会社>

新たな情報入手に伴う治験薬概要書 ザイティガ錠添付文書の変更について、治験継
続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・化学療法未治療の転移性去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）患者を対象としたJNJ-
56021927 とアビラテロン酢酸エステル＋プレドニゾンの併用とアビラテロン酢酸エステル
＋プレドニゾンを比較する第Ⅲ相ランダム化プラセボ対照二重盲検比較試験<ヤンセン
ファーマ株式会社>

審議結果：承認

・非転移性（M0）去勢抵抗性前立腺癌男性患者を対象とした、ARN-509の多施設、ランダ
ム化、二重盲検、プラセボ対照、第 3 相試験<ヤンセンファーマ株式会社>

治験薬の剤形変更に伴う治験実施計画書の変更、安全性データ更新に伴う治験薬概
要書に対する補遺の変更について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・中等症から重症のクローン病患者を対象とした２つの治療アルゴリズムの有効性及び安
全性を検討する多施設共同非盲検試験<アッヴィ合同会社>

安全性データの改訂に伴う治験参加についての同意説明文書の変更について、治験
継続の妥当性について審議。

安全性情報更新に伴う治験薬概要書及び治験薬概要書に対する補遺の変更、副作
用情報等更新に伴うザイティガ錠®250mg添付文書の変更について、治験継続の妥当
性について審議。

審議結果：承認

・中等症から重症の活動期日本人潰瘍性大腸炎患者を対象にゴリムマブ皮下投与による
寛解維持療法の安全性及び有効性評価を目的とした第Ⅲ相、多施設共同、プラセボ対
照、二重盲検、Randomized withdrawal試験<ヤンセンファーマ株式会社>

治験薬概要書改訂に伴う同意説明文書および参加同意書の変更について、治験継続
の妥当性について審議。

効能・効果追加等に伴う添付文書の変更について、治験継続の妥当性について審
議。

審議結果：承認

・初発のハイリスク、ホルモン療法未治療転移性前立腺癌（mHNPC）を有する患者を対象
とした、Abiraterone Acetate＋低用量プレドニゾン＋アンドロゲン除去療法（ADT）の併用
療法とADT単独療法のランダム化二重盲検比較試験<ヤンセンファーマ株式会社>

記載整備に伴う同意説明文書および参加同意書の変更について、治験継続の妥当性
について審議。

・日本人滲出型加齢黄斑変性患者に対するアフリベルセプト硝子体内投与の可変投与間
隔による反復投与の有効性と安全性を評価する無作為化、オープンラベル、第Ⅳ相試験
<バイエル薬品株式会社>

審議結果：承認

・AJM300の活動期潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験<味の素製薬株式会
社>

継続投与期への登録手順についての追記等に伴う治験実施計画書の変更について、
治験継続の妥当性について審議。



審議結果：承認

審議結果：承認

・中等症から重症のクローン病患者を対象とした２つの治療アルゴリズムの有効性及び安
全性を検討する多施設共同非盲検試験<アッヴィ合同会社>

安全性データの改訂に伴う同意説明文書の変更について、治験継続の妥当性につい
て審議。

審議結果：承認

・アビラテロン酢酸エステル（ザイティガ®錠）の初回CAB療法中に再燃したCRPC患者に
対する製造販売後臨床試験<ヤンセンファーマ株式会社>

添付文書改訂に伴う同意説明文書および参加同意書の変更について、治験継続の妥
当性について審議。

添付文書の改訂に伴うアフリベルセプト製造販売後臨床試験参加のお願いの変更に
ついて、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・武田薬品工業株式会社の依頼による第1相試験
臨床試験情報の更新に伴うTAK-385についての同意・説明文書の変更について、治
験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・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Ustekinumabの寛解維持療法
における安全性及び有効性の評価を目的とした第Ⅲ相，ランダム化，二重盲検，プラセボ
対照，並行群間，多施設共同試験<ヤンセンファーマ株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

６．安全性情報６．安全性情報

・中等症から重症のクローン病患者を対象とした寛解維持療法に対するCP-690，550の
安全性および有効性を検討する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<ファイザー株式会社>

・日本人滲出型加齢黄斑変性患者に対するアフリベルセプト硝子体内投与の可変投与間
隔による反復投与の有効性と安全性を評価する無作為化、オープンラベル、第Ⅳ相試験
<バイエル薬品株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

・中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者を対象とした寛解導入療法におけるCP-690,550
経口剤の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験<ファイザー株式会
社 　第Ⅲ相試験>

審議結果：承認

・初発のハイリスク、ホルモン療法未治療転移性前立腺癌（mHNPC）を有する患者を対象
とした、Abiraterone Acetate＋低用量プレドニゾン＋アンドロゲン除去療法（ADT）の併用
療法とADT単独療法のランダム化二重盲検比較試験<ヤンセンファーマ株式会社>

・潰瘍性大腸炎を有する被験者に対する維持療法としてのCP-690,550経口投与の多施
設共同,プラセボ対照,無作為化,二重盲検,並行群間比較試験<ファイザー株式会社　第Ⅲ
相試験>
・中等症から重症の潰瘍性大腸炎を有する被験者を対象としたCP-690,550の多施設共
同非盲検試験<ファイザー株式会社　第Ⅲ相試験>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。

・非転移性（M0）去勢抵抗性前立腺癌男性患者を対象とした、ARN-509の多施設、ランダ
ム化、二重盲検、プラセボ対照、第 3 相試験<ヤンセンファーマ株式会社>

・中等症から重症のクローン病患者を対象とした寛解維持療法に対するCP-690，550の
安全性および有効性を検討する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<ファイザー株式会社>

治験実施計画書改訂等に伴う同意説明文書、PSAプレスクリーニング同意説明文書、
パートナー妊娠 同意説明文書の変更について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

審議結果：承認

・クローン病患者を対象にした寛解維持療法としてのCP-690,550の非盲検継続投与試験
<ファイザー株式会社>



・アステラス製薬株式会社依頼の前立腺癌患者を対象とするASP3550の第Ⅲ相試験

審議結果：承認

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

・クローン病の治療における、MLN0002（300mg）の第3相試験<武田薬品工業株式会社>

・日本人のMRSA感染症（皮膚・軟部組織感染症又はそれに伴う敗血症）患者における
BAY　1192631の有効性及び安全性についてリネゾリドと比較検討することを目的とした多
施設共同、前向き、実薬対照、無作為化、非盲検比較試験<バイエル薬品株式会社>

審議結果：承認

・田辺三菱製薬株式会社による第Ⅱ相試験（E14)
当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

審議結果：承認
当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・アステラス製薬依頼の感染性腸炎を対象とするOPT-80の第Ⅲ相試験

審議結果：承認

審議結果：承認

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。
審議結果：承認

・中等症から重症の活動期日本人潰瘍性大腸炎患者を対象にゴリムマブ皮下投与による
寛解維持療法の安全性及び有効性評価を目的とした第Ⅲ相、多施設共同、プラセボ対
照、二重盲検、Randomized withdrawal試験<ヤンセンファーマ株式会社>

審議結果：承認

・非転移性（M0）去勢抵抗性前立腺癌男性患者を対象とした、ARN-509の多施設、ランダ
ム化、二重盲検、プラセボ対照、第 3 相試験<ヤンセンファーマ株式会社>

審議結果：承認

・田辺三菱製薬株式会社による第Ⅱ相試験（E13)

・ゼリア新薬工業株式会社の依頼による寛解期潰瘍性大腸炎患者を対象としたZ-206（メ
サラジン）の第Ⅲ相臨床試験

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

・田辺三菱製薬株式会社による第Ⅱ相試験（E13)

・中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象として高用量のアダリムマブでの導
入療法及び維持療法を標準用量と比較する多施設共同無作為化二重盲検試験<アッヴィ
合同会社>

・武田薬品工業株式会社の依頼による第1相試験
当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

・潰瘍性大腸炎の治療における、MLN0002（300mg）の第3相試験<武田薬品工業株式会
社>

審議結果：承認

・AJG511の活動期潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅲ相試験<味の素製薬株式会社>
当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・中等症から重症のクローン病患者を対象とした２つの治療アルゴリズムの有効性及び安
全性を検討する多施設共同非盲検試験<アッヴィ合同会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。

・日本人滲出型加齢黄斑変性患者に対するアフリベルセプト硝子体内投与の可変投与間
隔による反復投与の有効性と安全性を評価する無作為化、オープンラベル、第Ⅳ相試験
<バイエル薬品株式会社>

・日本人滲出型加齢黄斑変性患者に対するアフリベルセプト硝子体内投与の可変投与間
隔による反復投与の有効性と安全性を評価する無作為化、オープンラベル、第Ⅳ相試験
<バイエル薬品株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。



・ITK-1の前立腺癌に対するプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験<株式会社グリーン
ペプタイド>

・アステラス製薬依頼の感染性腸炎を対象とするOPT-80の第Ⅲ相試験

・アビラテロン酢酸エステル（ザイティガ®錠）の初回CAB療法中に再燃したCRPC患者に
対する製造販売後臨床試験<ヤンセンファーマ株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象等について、治験継続の妥当性について審議。
審議結果：承認

・化学療法未治療の転移性去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）患者を対象としたJNJ-
56021927 とアビラテロン酢酸エステル＋プレドニゾンの併用とアビラテロン酢酸エステル
＋プレドニゾンを比較する第Ⅲ相ランダム化プラセボ対照二重盲検比較試験<ヤンセン
ファーマ株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。
審議結果：承認

・パーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症患者を対象としたAD-810Nの検証的試験
〔第3相試験〕<大日本住友製薬株式会社>

当該治験薬の未知・重篤な有害事象について、治験継続の妥当性について審議。
審議結果：承認

・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Ustekinumabの寛解維持療法
における安全性及び有効性の評価を目的とした第Ⅲ相，ランダム化，二重盲検，プラセボ
対照，並行群間，多施設共同試験<ヤンセンファーマ株式会社>

盲検解除等に伴う患者IDカードの変更について、治験継続の妥当性について審議。

７．その他

審議結果：承認

・非転移性（M0）去勢抵抗性前立腺癌男性患者を対象とした、ARN-509の多施設、ランダ
ム化、二重盲検、プラセボ対照、第 3 相試験<ヤンセンファーマ株式会社>

TSH検査追加に伴うSPARTAN試験での甲状腺刺激ホルモン（TSH）値の異常につい
て、治験実施計画書の改訂に伴う軟カプセルから錠剤への治験薬変更に関する患者
情報リーフレット及び服薬日誌の変更について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

Ⅱ．報告事項
以下の事項について報告された。

・アストラゼネカ株式会社の依頼による潰瘍性大腸炎を対象としたMEDI7183の第Ⅱ相試
験

医薬品副作用被害救済制度における医療手当の金額の変更に伴う臨床試験に係る
補償制度の概要（被験者/患者）の変更について、治験継続の妥当性について審議。

審議結果：承認

・潰瘍性大腸炎の治療における、MLN0002（300mg）の第3相試験<武田薬品工業株式会
社>

治験実施期間変更

１．治験実施計画書等改訂

・アステラス製薬依頼の感染性腸炎を対象とするOPT-80の第Ⅲ相試験
予定実施期間の延長に伴う治験実施実施計画書 補遺の変更

・ITK-1の前立腺癌に対するプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験<株式会社グリーン
ペプタイド>

期間延長等に伴う治験実施計画書（別紙）の変更

２．契約変更
・中等症から重症の潰瘍性大腸炎を有する被験者を対象としたCP-690,550の多施設共
同非盲検試験<ファイザー株式会社　第Ⅲ相試験>

契約症例数変更

契約症例数変更



以上

３．終了報告

・日本人クローン病患者を対象としたアダリムマブ増量後の有効性、安全性及び薬物動
態を検討する多施設共同非盲検試験<アッヴィ合同会社>

４．開発の中止等に関する報告
・JNJ-212082(Abiraterone Acetate)の化学療法未治療の転移性去勢抵抗性前立腺癌患
者を対象とした臨床第Ⅱ相試験<ヤンセンファーマ株式会社>
・JNJ-212082(Abiraterone Acetate)のドセタキセルを含む化学療法既治療の転移性去勢
抵抗性前立腺癌患者を対象とした臨床第Ⅱ相試験<ヤンセンファーマ株式会社>

・佐藤製薬株式会社依頼による静脈穿刺予定患者を対象としたSKA-01の第Ⅲ相試験

治験実施期間変更

・KPS-0373の脊髄小脳変性症患者を対象とした長期継続投与試験<キッセイ薬品株式会
社>

・中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者を対象とした寛解導入療法におけるCP-690,550
経口剤の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験<ファイザー株式会
社　第Ⅲ相試験>


