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第 103回 町田市民病院治験審査委員会 会議の記録の概要 

 

１．日  時  平成 28年12月13日（火） 17:00～17:20 

２．場  所  南棟４階第２会議室 

３．出席委員   金 崎   章 、阿 部 光 文 、五十嵐 尚 志 、小笠原 健 文 

佐 伯   潤 、平 田 真由美 、原   慶 子 、敦 賀 英 一  

黒 澤 明 子 、山 崎 浩 史 、岩 崎   大 、平 本 善 一 

 

報告事項 

1. 前回議事録は、委員長、委員２名が確認し、承認されたことを報告。 

2. 「治験審査委員会規程 第９条第６項」を適用して、平成 28 年 11 月 1 日に「Ａ第 39 号

『Dupilumabの喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした dupilumabの後期第Ⅱ

相/Ⅲ相試験』(治験依頼者: サノフィ株式会社)」において緊急の危険を回避するための治験

実施計画書からの逸脱に関する報告書について審議し、承認したことを報告。  

3. 「治験審査委員会規程 第９条第６項」を適用して、平成 28 年 12 月 5 日に「Ａ第 39 号

『Dupilumabの喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした dupilumabの後期第Ⅱ

相/Ⅲ相試験』(治験依頼者: サノフィ株式会社)」において緊急の危険を回避するための治験

実施計画書からの逸脱に関する報告書について審議し、承認したことを報告。 

4. 「Ａ第 38号『〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相試

験』」が終了したことを報告。 

5. 「Ａ第11号『辺縁性歯周炎患者を対象としたＫＣＢ-1Ｄ 歯周組織再生試験（第Ⅱ相）』」及

び「Ａ第18号『ＫＣＢ-1Ｄ 歯周組織再生試験（第Ⅲ相・検証的試験）』」について、12月9

日に依頼者より、製造販売承認を取得したことについての報告書が提出されたことを報告。 

 

 

審議事項    

本委員会に出席した委員のうち、下記各議題の試験の責任医師、分担医師、試験協力者である

委員は、当該試験の審議から外れた。 

議題１.  Ａ第32号 「喘息患者を対象とした RO5490255の第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続

の適否 

 (治験依頼者: 中外製薬株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題２.  Ａ第32号 「喘息患者を対象とした RO5490255の第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続

の適否 

 (治験依頼者: 中外製薬株式会社) 

審査結果：承認  

 

議題３.  Ａ第32号 「喘息患者を対象とした RO5490255の第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続

の適否 

 (治験依頼者: 中外製薬株式会社) 

審査結果：承認  
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議題４.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題５.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題６.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題７.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題８.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題９.  Ａ第33号 「関節リウマチ患者を対象とした AMG162（デノスマブ）の第Ⅲ相試験」

の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

議題10.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の一部変更（補償制度の概要の補助資料、補償制度概要説明資料の変更）の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題11.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の一部変更（実施計画書補遺別紙の変更）の適否 

審査結果：承認 

 

議題12.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相
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試験」の一部変更（治験薬概要書の変更）の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題13.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題14.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題15.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題16.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題17.  Ａ第 36号 「ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ２８３４４２５（フルチカゾンフラ

ンカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の第Ⅲ相

試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題18.   Ａ第 37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の安全性に

関わる継続の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 

 

議題19.   Ａ第 37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の安全性に

関わる継続の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 
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議題20.   Ａ第 37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の安全性に

関わる継続の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 

 

議題21.   Ａ第 37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の安全性に

関わる継続の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 

 

議題22.   Ａ第 37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の安全性に

関わる継続の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 

 

議題23.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」一部変更（補償制度の概要の補助資料、補償制度概要説明資料の変更）の

適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題24.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」一部変更（治験薬概要書の変更）の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題25.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題26.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題27.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  
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審査結果：承認 

 

議題28.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題29.  Ａ第 38号 「〔200812試験〕ＣＯＰＤ患者を対象としたＧＳＫ2834425（フルチカゾ

ンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸）の

第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

 (治験依頼者:グラクソ・スミスクライン株式会社)  

審査結果：承認 

 

議題 30.   Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」一部変更（実施計画書別紙の変更）の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 31.  Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 32.  Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 33.  Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 34.  Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否〕 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 35.  Ａ第 39 号 「Dupilumab の喘息に関する前試験に参加した喘息患者を対象とした

dupilumabの後期第Ⅱ相/Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 
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議題. 36 Ａ第32号 「喘息患者を対象とした RO5490255の第Ⅲ相試験」の安全性に関わる継続

の適否 

 (治験依頼者: 中外製薬株式会社) 

審査結果：承認  

 

 

次回開催予定日： 平成29年２月21日 


