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第 105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29年４月11日（火） 17:00～17:30 

２．場  所  南棟４階第２会議室 

３．出席委員   羽 生 信 義 、金 崎   章 、阿 部 光 文 、長 尾   充 、 

小笠原 健 文 、佐 伯   潤 、榊 原 ひろの 、原   慶 子 、 

敦 賀 英 一 、黒 澤 明 子 、山 崎 浩 史 、岩 崎   大 、 

山  内   芳 

 

報告事項 

1. 本年度の治験審査委員会委員が、「治験審査委員会規程 第４条第１項」に則り、４月１日付

けで病院長より指名されたことを報告。 

2. 平成29年４月１日付けで改正した「町田市民病院治験審査委員会規程」について説明。 

3. 平成28年度の治験審査委員会審査状況及び治験実施状況について報告。 

4. 前回議事録は、委員長、副委員長及び委員1名が確認し、承認されたことを報告。 

5. 「Ａ第32号『喘息患者を対象とした RO5490255の第Ⅲ相試験』」が終了したことを報告。 

6. 「治験審査委員会規程 第９条第６項」を適用して、平成 29年３月24日に「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』(治験依頼者: サノフィ株式会社)」

の一部変更(治験分担医師・治験協力者の変更)の適否について審議し、承認したことを報告。 

7. 「治験審査委員会規程 第９条第６項」を適用して、平成 29 年３月 24 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)」の一部変更(治験分担医師・治験協力者の

変更)の適否について審議し、承認したことを報告。 

8. 「Ａ第 26 号『循環器疾患の既往又は高リスクを有する中等度の慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰ

Ｄ）患者を対象としたフルチカゾンフランカルボン酸エステル／GW642444吸入用散剤100mcg

／25mcg投与時の生存率に対する有効性をプラセボと比較する臨床アウトカム試験』(国内管

理人:パレクセル・インターナショナル株式会社／治験依頼者:GlaxoSmithKline )」について

の開発中止等に関する報告書が、治験依頼者より提出されたことを報告。 

9. 「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』(治験依頼者: サノ

フィ株式会社)」及び「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

て依頼者側の不備から生じた事項、及びこれに対する依頼者側の再発防止策についての書類

が、平成29年４月 10日に病院長宛に提出されたことを報告。 

 

 

審議事項    

「議題11・17」については、本委員会に出席した委員のうち、当該試験の責任医師候補者で

ある委員を審議・採決から外した。 

 

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
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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」

の一部変更（損害保険付保証明書の変更）の適否 

 (治験依頼者:第一三共株式会社 ) 

審査結果：承認 

 

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」

の一部変更（治験実施体制の変更）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37号「持続型喘息の患者を対象とした dupilumabの第Ⅲ相試験」の一部変更

（治験実施計画書別紙、治験実施計画書別紙別添、説明文書及び同意文書、保険契約付

保証明書の変更）の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 
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議題11.  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」の一部変更

（責任医師の変更）の適否 

 (治験依頼者:サノフィ株式会社) 

         審査結果：承認 

 

議題12.   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13.   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14.   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15.   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 16.   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（治験実施計画書別紙、治験実施計画書別

紙・別紙(別添)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 17.   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（責任医師の変更）の適否 

(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 18.  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 19.  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 
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(治験依頼者:サノフィ株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 20.  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 21.  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 22.  Ａ第 40号 「アステラス製薬株式会社依頼の前期第Ⅱ相試験」一部変更（生産物賠償

責任保険付保証明書の変更）の適否 

 (治験依頼者:アステラス製薬株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 23.  Ａ第 40号 「アステラス製薬株式会社依頼の前期第Ⅱ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:アステラス製薬株式会社) 

審査結果：承認 

 

議題 24.  Ａ第 40号 「アステラス製薬株式会社依頼の前期第Ⅱ相試験」一部変更（実施計画書

補遺の追加、実施計画書別紙の変更）の適否 

 (治験依頼者:アステラス製薬株式会社) 

審査結果：承認 

 

 

次回開催予定日： 平成 28年６月13日 

 


