
平成 28 年第 5 回 佐久総合病院グループ臨床研究・治験審査委員会 会議の記録の概要 
 

開催日時 

開催場所 

平成 28 年 5 月 12 日（木）18:00～19:00 

佐久総合病院 第二会議室 

出席委員名 松田正之、石毛広雪、矢崎善一、三木淳、古武昌幸、松島凜太郎、油井信明、竹内玲子、鷹野

邦一、中澤智宏、遠山雅子、中島瑞枝、吉川徹、八巻好美、井出真一 
議題及び審

議結果を含

む主な議論

の概要 

【臨床研究：審議事項】 

1） 高齢者切除不能・再発胃癌に対する S-1 単剤療法と S-1/L-OHP 併用（SOX）療法のランダム化

第 II 相試験（WJOG8315G) 

臨床研究実施の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

2） 長野県における高齢者心不全の臨床的特徴と予後に関する登録観察研究 

臨床研究実施の妥当性について審議した。 

審議結果：条件付き承認 

口頭での同意取得に関するカルテ記載を忘れないため、同意書の様式を作成することを勧め

る。同意書様式を臨床研究・治験審査委員会委員長が確認の上、承認とする。 

 

3） 継続審査 

審査 
区分 

申請者 病院名 所属 研究課題名 

継続 石毛広雪 医療セン

ター 

乳腺外科 Her2 陽性の手術不能又は再発乳癌患者を対象

としたベバシズマブとパクリタキセルの併用療

法の有用性を検討する観察研究（JBCRG-C05）

継続 石毛広雪 医療セン

ター 

乳腺外科 HER2 陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後

補助療法におけるトラスツズマブ単剤と化学療

法併用に関するランダム化比較試験 (N-SAS 

BC07)および HER2 陽性の高齢者原発性乳がん

に対する術後補助療法における観察研究(N-

SAS BC07 観察研究) 

継続 篠原知明 医療セン

ター 

消化器内

科 

先進医療として施行された大腸 ESD の有効性・

安全性と長期予後に関する多施設共同研究（前

向きコホート研究） 

継続 篠原知明 医療セン

ター 

消化器内

科 

Collagenous colitis に関するゲノム疫学的研究

継続 宮田佳典 医療セン

ター 

腫瘍内科 高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移

を有する胃癌に対する 5-FU/l-LV 療法 vs. 

FLTAX（5-FU/l-LV+PTX）療法のランダム化第

II/III 相比較試験（JCOG1108/WJOG7312G）

継続 宮田佳典 医療セン

ター 

腫瘍内科 切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に

対する mFOLFOX6+bevacizumab（BV）療法、

または､XELOX＋BV 療法の治療感受性・耐性



因 子 に 関 す る バ イ オ マ ー カ ー 研 究

（WJOG7612GTR） 

継続 宮田佳典 医療セン

ター 

腫瘍内科 StageIII 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化

学療法としての mFOLFOX6 療法または

XELOX 療法における 5-FU 系抗がん剤および

オキサリプラチンの至適投与期間に関するラン

ダム化第 III 相比較臨床試験（ACHIEVE Trial）

（JFMC-47-1202-C3） 

継続 宮田佳典 医療セン

ター 

腫瘍内科 フッ化ピリミジン系薬剤、プラチナ系薬剤、

trastuzumab に不応となった進行・再発 HER2

陽性胃癌・食道胃接合部癌に対する weekly 

paclitaxel+trasutuzumab 併用療法 vs. weekly 

paclitaxel 療法のランダム化第 II 相試験

（WJOG7112G） 

継続 宮田佳典 医療セン

ター 

腫瘍内科 再発危険因子を有するハイリスク StageII 結腸

がん治癒切除例に対する術後補助化学療法とし

ての mFOLFOX6 療法または XELOX 療法の至

適投与期間に関するランダム化第 III 相比較臨

床試験（JFMC48-1301-C4） 

継続 小口真司 本院 皮膚科 ヒュミラⓇ皮下注 40ｍｇシリンジ 0.8ｍL 特定

使用成績調査-賃金労働就労に従事する関節症

性乾癬患者を対象とした WPAI 調査- 

継続 小口 治 医療セン

ター 

産婦人科 日本産婦人科学会周産期委員会 周産期登録事

業および登録情報に基づく研究 

継続 渡邊琢也 本院 内分泌・代

謝内科（非

常勤） 

偶発性低体温症における内分泌機能異常の検討

継続 福島和之 医療セン

ター 

整形外科 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存的初期治療の

指針策定 

継続 池添正哉 本院 腎臓内科 血液透析中の腎性貧血患者に対するエポエチン

ベータペゴル製剤投与時の維持ヘモグロビン値

による予後の評価（PARAMOUNT-HD-Study）

継続 竹内玲子 本院 看護部長

室 

スマートベッドシステムの効果に関する検証研

究（SB-HP2) 

継続 竹村隆広 医療セン

ター 

心臓血管

外科 

日本における補助人工心臓に関連した市販後の

データ収集（J-MACS) 

審議結果：承認 

 

【臨床研究：報告事項】 

1） 研究終了報告 



 
審査 
区分 

申請者 病院名 所属 研究課題名 

終了 竹村隆広 医療セン

ター 

心臓血管

外科 

植込み型補助人工心臓HeartMateIIの使用成績

調査 

終了 竹内玲子 本院 看護部長

室 

スマートベッドシステムの効果測定の為のベー

スライン調査（SB-HP1) 

終了 竹内玲子 本院 看護部長

室 

医薬品・医療機器等の費用対効果評価に用いる

QOL 値調査 

終了 中嶋（新

美）三由紀 

医療セン

ター 

臨床研究 

・治験セ

ンター 

プラチナ製剤抵抗性/不応性卵巣癌患者におけ

る緩和的化学療法の評価のための客観的効果お

よび主観的症状改善の評価（第 2 段階） 

終了 新美（中

嶋）三由紀 

医療セン

ター 

臨床研究 

・治験セ

ンター 

人間ドック受診者のデータベースを用いた成人

非肥満者の体重増加と身体状況および生活習慣

に関する研究 

終了 宍戸康恵 医療セン

ター 

リハビリ

テーショ

ン科 

食道癌術後患者の嚥下障害に影響する因子の検

討 

 

2） 臨床研究・治験審査委員会小委員会での審査結果報告 

 

【治験：審議事項・佐久医療センター分】 

1） 大日本住友製薬株式会社の依頼による胃又は食道胃接合部腺がん患者を対象とした第 III 相

試験 

安全性情報等に関する報告および治験に関する変更について審議した。 

審議結果：承認 

 

2） ノバルティスファーマ株式会社の依頼による急性心不全患者を対象とした RLX030 の第 III 相 

試験 

安全性情報等に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

3） 大鵬薬品工業株式会社と株式会社ヤクルト本社の依頼による胃癌患者を対象とした TAS-

118/L-OHP の第 III 相試験 

当院で発生した重篤な有害事象に関する報告、安全性情報等に関する報告および治験実施計画

書からの逸脱に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

4） 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 

当院で発生した重篤な有害事象に関する報告、安全性情報等に関する報告について審議した。 



審議結果：承認 

 

5） 小野薬品工業株式会社の依頼による胃がん患者を対象とした ONO-4538（ニボルマブ）の第 III

相試験 

安全性情報等に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

6） 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-1162 第 III 相試験 慢性心不全に対するプラセボ

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 

安全性情報等に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

7） 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 第 III 相試験 食道がんに対する多施設共同

無作為化非盲検試験 

安全性情報等に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

【治験：報告事項・佐久医療センター分】 

1） 株式会社スリー・ディー・マトリックスの依頼による上部及び下部消化管腫瘍患者に対する内視鏡

的治療における内視鏡用粘膜下注入材 TDM-641 の有効性および安全性を検討する多施設共

同、単盲検、並行群間比較非劣性検証試験 

治験中止報告 

 

2） 大鵬薬品工業株式会社と株式会社ヤクルト本社の依頼による胃癌患者を対象とした TAS-

118/L-OHP の第 III 相試験 

治験実施計画書 別紙 の改訂 

 

【治験：審議事項・佐久総合病院分】 

1） アステラス製薬株式会社の依頼による感染性腸炎を対象とする OPT-80 の第 III 相試験 

安全性情報等に関する報告および治験に関する変更について審議した。 

審議結果：承認 

 

2） ヤンセンファーマ株式会社の依頼による掌蹠膿疱症患者を対象とした CNTO1959 の有効性及

び安全性を評価する多施設共同,ランダム化,二重盲検,プラセボ対照,第 III 相試験 

安全性情報等に関する報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

【治験：報告事項・佐久総合病院】 

1） アステラス製薬株式会社の依頼による感染性腸炎を対象とする OPT-80 の第 III 相試験 

治験実施計画書 別紙および補遺 の改訂 

 



【審議（手順書等）】 

・「臨床研究・治験審査委員会標準業務手順書 第 2.1 版」 改訂 

・「治験に係る標準業務手順書（佐久総合病院佐久医療センター）第 1.1 版」 改訂 

・「治験に係る標準業務手順書（佐久総合病院）第 7.1 版」 改訂 

・｢臨床研究標準業務手順書（佐久総合病院グループ）第 2.0 版｣ 改訂 

・「臨床研究・治験審査委員会 申請書類 Ver2.0」 改訂 

特記事項 なし 

 


