
平成 29 年第 3 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 29 年 3 月 2 日（木）18:00～18:38 

佐久総合病院 第二会議室 

出席委員名 松田正之、石毛広雪、高松正人、矢崎善一、三木淳、古武昌幸、松島凜太郎、竹内玲子、 

中澤智宏、遠山雅子、吉川徹、中島瑞枝、八巻好美、井出真一、高見沢達明 

議題及び審

議結果を含

む主な議論

の概要 

【治験：審議事項・佐久医療センター分】 

1）第一三共株式会社の依頼による胃癌・胃食道接合部癌患者を対象としたニモツズマブの第

III 相試験 

治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

2）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 

治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

3）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および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

4）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の継

続について審議した。 

審議結果：承認 

 

5）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 

安全性情報等に関する報告および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

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

第 III 相試験 

治験の継続および治験データの使用に関する覚書きについて審議した。 

審議結果：承認 

 

7）小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-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および治験の継続について審議した。 



審議結果：承認 

 

8）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、治験に関する変更申請および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

9）第一三共株式会社の依頼による非弁膜症性心房細動患者を対象とした DU-176b（エドキサ

バン）第 III 相試験 

安全性情報等に関する報告および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

 【治験：報告事項・佐久医療センター分】 

1）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 

治験依頼者による監査の結果が報告された。問題は指摘されていない。 

 

【治験：審議事項・佐久総合病院分】 

1）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および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

2）第一三共株式会社の依頼による非弁膜症性心房細動患者を対象とした DU-176b（エドキサ

バン）第 III 相試験 

安全性情報等に関する報告および治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

3）KPS-0373 の脊髄小脳変性症患者を対象とした第 III 相検証試験 2 

治験の継続について審議した。 

審議結果：承認 

 

【治験：報告事項・佐久総合病院分】 

1） JNS024ER の中等度から高度の癌性疼痛を有する日本人及び韓国人被験者を対象とした実

薬対照二重盲検比較試験 

開発の中止等に関する報告をおこなった。 

 

【臨床研究：審議事項】 

1）RAS 遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患

者に対する mFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法

の有効性及び安全性を比較する第 III 相無作為化比較試験（PARADIGM study） 



RAS 遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患

者に対する mFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法

の有効性及び安全性を比較する第 III 相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測

因子の探索的研究 

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 

 

2）継続審査 
審査 
区分 

審査

方法
申請書 病院名 所属 研究課題名 

継続 通常 田野 敦寛 医療センタ

ー 

整形外科 日本骨折治療学会運動器外傷データベース[Database 

of Orthopaedic Trauma by Japanese Society for 

Fracture Repair(DOTJ)]における四肢長管骨開放骨折

症例の登録事業 

継続 通常 福島 和之 医療センタ

ー 

整形外科 大腿骨近位骨折に対するPTH製剤の有効性-CT有限要

素法による力学的解析- 

継続 通常 松田 正之 本院 リウマチ・膠

原病内科 

関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する

研究 

継続 通常 國枝 献治 医療センタ

ー 

腫瘍内科 ・RAS 野生型切除不能進行・再発大腸がんに対する

early tumor shrinkage(ETS)評価に基づく

FOLFIRI+cetuximab(Cmab)導入化学療法

→FOLFIRI+bevacizumab(BV)維持療法の第 II 相試験

・付随研究：将来の生物医学研究     

継続 通常 深澤 正之 本院 ペインクリ

ニック科 

変形性膝関節症に対する伏在神経ブロックとヒアルロ

ン酸関節内注射の効果に関する比較研究 

継続 通常 小宮山 進

一 

医療センタ

ー 

臨床工学科 当院における心房抗頻拍ペーシングの有用性 

継続 通常 石毛 広雪 医療センタ

ー 

乳腺外科 BRCA 遺伝子検査に関するデータベースの作成 

継続 通常 中沢 孝行 医療センタ

ー 

小児科 食物アレルギーの診療に有用なバイオマーカーの探索

継続 通常 細井 泰子 医療センタ

ー 

診療情報管

理課 

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部

会 QI 研究 

継続 通常 佐藤 史江 本院 看護部（人間

ドック科） 

人間ドック症例別調査 

継続 通常 高松 正人 本院 内科 C 型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスピル+アスナ

プレピル治療不成功例における C 型肝炎ウイルス薬剤

耐性変異の解析 

継続 通常 高松 正人 本院 内科 IFN-free 経口抗 HCV 剤治療に係る公費助成を受けた

C 型肝疾患患者に関する全国規模のデータベース構築



継続 通常 細井 泰子 医療センタ

ー 

診療情報管

理課 

思春期・若年世代がん医療の包括的実態調査 

継続 通常 石毛 広雪 医療センタ

ー 

乳腺外科 一般社団法人 National Clinical Database におけ

る手術・治療情報データベース事業 

継続 通常 竹村 隆広 医療センタ

ー 

心臓血管外

科 

ステントグラフト追跡調査（観察研究） 

継続 通常 三石 俊美 医療センタ

ー 

血液内科 疫学調査「血液疾患登録」 

継続 通常 細井 泰子 医療センタ

ー 

診療情報管

理課 

がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築

と活用に関する研究 

継続 通常 福島 秀樹 医療センタ

ー 

消化器内科 当院における C 型慢性肝疾患の DAA 治療後の早期発

癌症例の検討 

継続 通常 長瀬 通隆 医療センタ

ー 

腫瘍内科 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) 

継続 通常 長瀬 通隆 医療センタ

ー 

腫瘍内科 1.膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有

する、または、乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既

往歴を有する、遠隔転移を伴う膵癌を対象としたゲム

シタビン/オキサリプラチン療法（GEMOX 療法）の多

施設共同第 II 相試験（FABRIC study）       

2.附随研究：家族歴を有する膵癌患者における生殖細胞

系列変異に関する研究 

継続 通常 長瀬 通隆 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 通常 長瀬 通隆 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 通常 長瀬 通隆 医療センタ

ー 

腫瘍内科 切除不能進行・再発大腸癌における BRAF 遺伝子変異

に関する多施設共同観察研究（J-BROS） 

継続 通常 蓮見 純平 医療センタ

ー 

小児科 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の臨床疫学的

検討 

継続 通常 櫻井 進一 医療センタ

ー 

理学療法科 当院の大腿骨近位部骨折患者におけるリハビリテーシ

ョンのアウトカムの調査 

継続 通常 篠原 佳祐 医療センタ

ー 

薬剤部 大腸癌化学療法におけるイリノテカン併用レジメンに

よる悪心・嘔吐に対する、アプレピタント上乗せ後の

実態調査 

継続 通常 篠原 聖貴 本院 看護部 精神障害者を地域で支える支援者の不安に関する研究



継続 通常 小林 和之 小海分院 総合診療科 成人ヒトパルボウイルス B19 感染症の検討 

継続 通常 山本 亮平 医療センタ

ー 

呼吸器外科 病理病期 I 期（T1＞2cm）非小細胞肺癌完全切除例に

対する術後化学療法の臨床第 III 相試験（JCOG0707）

 

審議結果：承認 

 

【臨床研究：報告事項】 

1） 研究終了報告 

報告

区分 

報告

方法 
申請者 病院名 所属 研究課題名 

終了 通常 中沢 あけ

み 

その他 健康管理センタ

ー 

農村地域における小・中学校血液検査ハイリスク

者への親子健康相談の取り組み（第 1 報）地域の

在宅保健師との連携 

終了 通常 新海 和弥 その他 健康管理センタ

ー 

フィリピン人技能実習生と長野県住民の健診判定

の比較 

終了 通常 石毛 広雪 医療センタ

ー 

乳腺外科 センチネルリンパ節生検後の腋窩リンパ節再発症

例の検討 

中止 通常 川瀬 健史 医療センタ

ー 

臨床工学科 動脈フィルター内蔵型人工肺の各社比較検討 

終了 通常 中沢 孝行 医療センタ

ー 

小児科 アナフィラキシー治療症例の多施設集積調査 

終了 通常 清水 雄太 医療センタ

ー 

耳鼻咽喉科 当科における副鼻腔手術の統計 

中止 通常 栁澤 聖 医療センタ

ー 

循環器内科 閉塞性動脈硬化症患者における積極的リスク低減

治療の多施設共同前向きレジストリー 

終了 通常 比田井 典

子 

本院 人間ドック科 肥満の有無に関わらず、脂質異常症を有すると血

糖値が上昇するか否かを明らかにする研究 

終了 通常 松木 佳苗 医療センタ

ー 

看護部（GICU) 気管内挿管の固定による皮膚トラブルの状況把握

と改善方法の検討 

終了 通常 山崎 しげ

み 

その他 健康管理センタ

ー 

農村地域における中小企業被扶養者特定健診にお

けるオプション検査のとりくみ 

終了 通常 宍戸 康恵 本院 リハビリテーシ

ョン科 

当院におけるがん患者リハビリテーションの現状

終了 通常 福島 秀樹 医療センタ

ー 

消化器内科 当院における C 型慢性肝疾患に対する抗ウイルス

療法の現状 

終了 通常 高松 正人 本院 内科 佐久総合病院・佐久医療センターにおけるＣ型慢

性肝炎に対する経口抗ウイルス薬の治療成績 

中止 通常 佐藤 史江 本院 看護部（人間ドッ

ク科） 

人間ドック健診で発見されたがん症例の登録と、

その分析調査研究（第 3 回） 

終了 通常 座光寺 正 本院 総合診療科 医学実習生の国際保健研修に関する意識調査 



裕 

終了 通常 山崎 陽平 医療センタ

ー 

システム課 DPC/PDPS 制度下における看護提供指数導入に

関する研究 

終了 通常 川﨑 すみ

子 

その他 健康管理センタ

ー 

農作業従事者における熱中症予防対策の実態 

終了 通常 土屋 留美 医療センタ

ー 

医療安全管理室 手術部位感染発生率の病院間比較結果フィードバ

ックの有効性に関する研究 

終了 通常 古澤 由貴

子 

本院 看護部（人間ドッ

ク科） 

高血圧の有無に関わらず、境界型糖尿病を有する

と腎機能が低下するか否かを明らかにする研究 

終了 通常 鄭 真徳 本院 総合診療科 HIV 感染症患者の調査 

終了 通常 中村 由唯 医療センタ

ー 

看護部（GICU) ＣＡＢＧ術後の手術部位感染に関する実態調査 

終了 通常 塩川 めぐ

み 

本院 医療秘書課（透析

室 DA） 

系列施設との合同 M&M カンファレンスが透析室

勤務者に与える影響 

 

2）臨床研究・治験審査委員会小委員会での審査結果が報告された。 

 

特記事項 なし 

 


