
平成 30 年第 8 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 9 月 6 日（木）18:00～19:25 

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、高松正人、松島凛太郎、関戸大司、關真美子、鈴木信三、遠山雅子 

渡辺剛史、中島瑞枝、吉川徹、八巻好美、武重勝美 

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）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 の第 III 相試験 

治験の実施の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

 

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 

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）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 

 

4）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 

 

5）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 

 

6）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 

 

7）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 

当院で発生した重篤な有害事象報告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 

 



8）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 

 

9）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 

 

【治験：報告事項・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 

開発の中止等に関する報告（開発中止）をした。 

 

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について報告した。 

 

3）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 

症例登録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）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 

開発の中止等に関する報告（開発中止）をした。 

 

2）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 

開発の中止等に関する報告（製造販売承認の取得）をした。 

 

【臨床研究：審議事項】 

1） 胃内視鏡的粘膜下層剥離術後粘膜欠損部に対する内視鏡的手縫い縫合法の実行可能性に関

する多施設共同探索的臨床試験 

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）特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究（NEJ030）」集積症例を対象とした、

遺伝素因に関連するバイオマーカーの研究（NEJ036A） 

臨床研究実施の妥当性について審議した。 

審議結果：承認 

事前審査において指摘された事項については臨床研究・治験センターと相談の上、本研究で

採取された血液検体の検査結果の取扱いと、当院での情報の保存方法および匿名化についての手

順書を作成し、臨床研究・治験審査委員会委員長に報告の上、適切に実施すること。 

 

3）一泊ドック 30 分健康講座が受診者の生活行動に与える効果 

臨床研究実施の妥当性について再審議した。 

審議結果：承認 

 

4）長野県内における血液透析受療中の要支援、要介護高齢者の通院・介護の実態および家族介

護者の介護負担、通院・介護ニーズに関する研究 

審議結果：承認 

アンケートでわかりにくい表現がいくつかあるので、次の研究では、再考することを推奨す

る。とても重要な研究と思われるため、是非、結果を活かしていただきたい。このコメント

を、研究責任者へ伝えること。 

 

5）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） 

当院で発生した重篤な有害事象報告について審議した。 

審議結果：承認 

 

6）・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 

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）標準業務手順書の改訂および新規作成の審査 

① 臨床研究・治験審査委員会 標準業務手順書 改訂（第 4.0 版）（2018/8/30 作成） 

② 治験に係る標準業務手順書 佐久総合病院 改訂（第 7.2 版）（2018/8/30 作成） 

③ 治験に係る標準業務手順書 佐久医療センター 改訂（第 1.2 版）（2018/8/30 作成） 

④ 人を対象とする医学系研究 標準業務手順書 改訂（第 4.0 版）（2018/8/30 作成） 

⑤ 特定臨床研究 標準業務手順書（第 1.0 版）（2018/8/30 作成） 

審議結果：承認 

 



【臨床研究：報告事項】 

1） 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 mFOLFOX6 療法の

第 II 相試験（WJOG10517G） 

特定臨床研究実施許可（2018/7/24、変更：8/23）を報告した。 

 

2）WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む一次治療に不応・不耐となった腹膜播種を有

する切除不能の進行・再発胃/食道胃接合部腺癌に対する weekly PTX+ramucirumab 療法と

weekly nab-PTX+ramucirumab 療法のランダム化第 II 相試験（P-SELECT 試験） 

特定臨床研究実施許可（2018/8/20）を報告した。 

 

3）終了報告 
審査 
区分 

報告 
方法 

申請者 病院名 所属 研究課題名 

終了 通常 石堂佳世 医療センタ

ー 

遺伝診療科 常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者のト

ルバプタン導入・維持に向けて－認定遺伝カウン

セラー（CGC）の役割－ 

終了 通常 宮田佳典 医療センタ

ー 

腫瘍内科 消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌

癌（NEC）を対象としたエトポシド/シスプラチ

ン（EP）療法とイリノテカン/シスプラチン（IP）

療法のランダム化比較試験（JCOG1213） 

終了 通常 宮田佳典 医療センタ

ー 

腫瘍内科 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） 

終了 通常 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）

終了 通常 福島和之 医療センタ

ー 

整形外科 脊椎インスツルメンテーション PRECEPT スパ

イナルシステムにおける製造販売後安全性調査 

終了 通常 森 勇一 医療センタ

ー 

血液内科 ブレンツキシマブ ベドチン再治療を施行された

再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫又

は未分化大細胞リンパ腫の後方視的調査研究

（C25016） 

終了 通常 宮田佳典 医療センタ

ー 

腫瘍内科 消化器癌における FGFR2、HER2 の蛋白質発現

状況の調査を目的とした多施設共同研究

（DS-Screen-001） 

 

4） 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 

 


