
平成 30 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 30 年 5 月 10 日（木）18:05～18:35 

佐久総合病院 会議室 1・2・3 

出席委員名 松田正之、石毛広雪、矢崎善一、青松棟吉、関戸大司、關真美子、鈴木信三 

中澤智宏、渡辺剛史、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 

【治験：審議事項・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 

当院で発生した重篤な有害事象および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）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に関する変更申請について審議した。 

審議結果：承認 

 

3）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に関する変更申請について審議した。 

審議結果：承認 

 

4）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 

 

5）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に関する変更申請について審議した。 

審議結果：承認 

 

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

無作為化試験 

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）株式会社メディサイエンスプラニング（治験国内管理人）の依頼による進行または転移性胃

癌（GC）の患者を対象とした Apatinib 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 



 

8）内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）術中における TDM-621 の有効性を検証するランダム化比

較試験 

治験に関する変更申請について審議した。 

審議結果：承認 

 

9）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 第 II 相試験 

治験に関する変更申請について審議した。 

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 

治験実施計画書 別紙 改訂について報告した。 

 

2）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 第 II 相試験 

契約期間延長について報告した。 

 

【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）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 

治験終了を報告した。 

 

【臨床研究：審議事項】 

1）握力の強さはどのくらい生活に影響しているのか。ペットボトルは開けられるのか？ 

臨床研究実施の妥当性について審議した。 

審議結果：条件付承認 

研究計画書の「教育」という表現を他の適切な表現（知ってもらう等）に変更し、調査

票の「4．普段の生活で、握力が低いためできない・難しいことがあったら、記載して

ください。」は、自由回答ではなく選択肢や記入例を記載する等に変更すること。以上

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。 

 

2）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 

 

3）切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-FU）療法と bDCF（biweekly ド

セタキセル+CF）療法のランダム化第 III 相比較試験（JCOG1314） 

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 

 

4）継続審査 
審査 
区分 

審査 
方法 

申請者 病院名 所属 研究課題名 

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 両角延聡 医療センタ

ー 
呼吸器内

科 
EGFR 遺伝子変異を有する高齢者の進行・再発非小

細胞肺癌を対象としたアファチニブの認容性と有

効性の第 II 相臨床試験 
継続 通常 両角延聡 医療センタ

ー 
呼吸器内

科 
長野県のがん拠点病院における EGFR 遺伝子変異

または ALK 遺伝子転座を有する非小細胞肺癌の診

療実績に関する前方視的解析 
継続 通常 矢ヶ崎絵

美 
医療センタ

ー 
臨床検査

科 
佐久総合病院グループにおける超音波検査と他の

画像検査や検体検査等との実態調査 
継続 通常 笠井眞津

枝 
本院 作業療法

科 
当院における運転支援の現状と運転可に関する要

因と不可になった要因の検討 
継続 通常 中山朋秋 医療センタ

ー 
臨床検査

科 
佐久総合病院グループにおける病理検査と他の画

像検査や検体検査等との実態調査 

 

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 

審査

方法 
申請者 病院名 所属 研究課題名 

終了 通常 篠原聖貴 本院 看 護 部

（ 精 神

科） 

精神障害者を地域で支える支援者の不安に関する研

究 

中止 通常 両角延聡 医療センタ

ー 

呼吸器内

科 

高齢者進行非小細胞肺がんに対する TS-1 単剤化学

療法の検討 

終了 通常 両角延聡 医療センタ

ー 

呼吸器内

科 

初発脳転移を有する進行再発非小細胞肺癌（扁平上

皮癌を除く）に対する、全脳照射とエルロチニブの

同時併用および照射後のエルロチニブとベバシズマ

ブ併用療法の有用性と安全性の検討：第 II 相試験 

終了 通常 両角延聡 医療センタ

ー 

呼吸器内

科 

EGFR 遺伝子変異（－）および不明の進行・再発非

小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対するペメドレキセ

ド（ALM）/シスプラチン（CDDP）/ベバシズマブ

（Bev）化学療法後の維持療法ペメドレキセド

（ALM）/ベバシズマブ（Bev）投与の検討 

終了 通常 楯川幸弘 医療センタ

ー 

小児外科 短腸症候群に対するシトルリン補充療法 

終了 通常 重田美保 医療センタ

ー 

看 護 部

（GICU）

長野県東部ドクターヘリにおける出動事案の実態調

査 



 

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 

 


