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治験審査委員会議事録 

 

（1）委員会開催日・場所 

    令和 4年 9月 8日（木曜日）15：45～16：19 

    地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 病棟 14階講堂Ａ 

 

（2）治験審査委員会 出席委員名 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）同席者 

   治験審査委員会事務局 

井戸澤 弘美（治験事務局員）、庄司 夏未（治験事務局員） 

 

出席 職名 氏名 備考 

〇 検査科部長 谷澤  徹 
委員長、 

治験事務局員 

〇 脳神経外科医長 中村 安伸 
副委員長 

治験事務局員 

〇 副院長 鈴木 紅 治験事務局長 

〇 内科部長 小杉 信晴  

〇 診療放射線科医長 和田 智貴  

〇 薬剤科長 城田 幹生 治験事務局室長 

✕ 看護部看護科長 阿部 珠美 治験事務局員 

〇 事務局長 筒井 健治 非専門委員 

〇 計画課長 北尾 望 非専門委員 

✕ 医事専門課長 篠原 誠 非専門委員 

✕ 墨田区福祉保健部厚生課長 若菜 進 院外委員 

〇 弁護士 井上 廉         
院外委員（オンラ

インでの参加） 
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治験審査委員会 議事要旨 

 

開催場所、出席委員名については別紙のとおり。 

 

     

   早発型重症妊娠高血圧腎症患者を対象とした KW-3357の第Ⅲ相ランダム化プラセボ対照 

   二重盲検比較試験 

     治験依頼者：協和キリン株式会社 

     開発の相： 第Ⅲ相比較（群間）二重盲検 

     治験薬：KW-3357 

 

① 新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 25日付）（2022年 8月 18日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施計

画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

② ポスターの変更： 

治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく承認された。 

③ 治験協力者の変更： 

治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく承認された。 
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中等症から重症の活動期の潰瘍性大腸炎患者を対象とするグセルクマブの有効性及び 

安全性評価を目的とした第 2ｂ/3相、ランダム化、二重盲検、プラセボ対照、並行群 

間比較、多施設共同試験 

    治験依頼者：ヤンセンファーマ株式会社 

    開発の相：第Ⅱb/Ⅲ相試験 

    治験薬：CNTO1959 

     

①  新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 11日付）（2022年 7月 27日付）（2022年 8月 

      9日付）（2022 年 8月 25日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施計

画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

② 治験実施計画書誤記修正レター： 

治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく承認された。 

 

 

 

 

 

中等症から重症の活動期のクローン病患者を対象とするグセルクマブの安全性及び有効性 

評価を目的とした第 3相、非盲検、多施設共同研究間比較、多施設共同試験 

    治験依頼者：ヤンセンファーマ株式会社 

    開発の相：第Ⅲ相試験 

    治験薬：CNTO1959 

 

① 新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 11日付）（2022年 7月 27日付）（2022年 8月 

  9日付）（2022 年 8月 25日付） 

 治験依頼者より安全性情報等に関する報告が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施計

画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 
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  試験 20090で治験治療を受けた未熟児網膜症患者（ROP）を対象とした長期経過の評 

価を目的とした継続試験 

    治験依頼者：バイエル薬品株式会社 

    開発の相：第Ⅲ相試験 

    治験薬：BAY 86-5321 

 

① 新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 13日付）（2022年 7月 28日）(2022年 8月 

      16日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

    同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施計

画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

 

 

 

 

  日本イーライリリー株式会社の依頼による早期症候性アルツハイマー病を対象とした 

LY3002813の第Ⅲ相試験  

治験依頼者：日本イーライリリー株式会社 

    開発の相：第Ⅲ相試験 

    治験薬：LY3002813 

 

①  新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 4日付）（2022年 7月 20日付）(2022年 8月 

5日付）(2022年 8月 22日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施計

画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

② 説明同意文書、概要書の変更： 

治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく承認された。 

③ 治験協力者の変更： 

治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく承認された。 
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  アドレノメデュリンを用いた COVID-19による中等症肺炎の重症化予防－医師主導治験 

PhaseⅡ 

    治験依頼者：医師主導 

    開発の相：第Ⅱ相試験 

    治験薬：アドレノメデュリン 

 

① 治験実施計画書、治験薬取扱い手順書の変更： 

   自ら治験を実施する者より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

② モニタリング報告： 

   モニタリング・監査結果報告書（2022年 8月 24日付） 

   モニタリング・監査実施担当者より上記報告書が提出された。 

   審議され、特に異議なく承認された。 

③ 治験協力者の変更： 

   自ら治験を実施する者より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

 

 

 

 

  

  極低出生体重(VLBW)児(1,500g未満)を対象とした完全母乳栄養(EHMD)における成長及び 

  安全性評価のための無作為化比較対照試験 

治験依頼者：DOTワールド株式会社 

    開発の相：第Ⅲ相試験 

    治験薬：PBCLN-007(+6), PBCLN-008(+8), PBCLN-009(CR) 

 

➀ 治験実施計画書、治験期間、経費ポイント表、経費算出表の変更、覚書、概要書年次改訂： 

   治験依頼者及び治験責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

   審議され、特に異議なく承認された。 
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  S－217622の SARS-Cov-2感染者対象第 2/3相試験 

治験依頼者：塩野義製薬株式会社 

    開発の相：第 2/3相試験 

    治験薬：S－217622 

 

① 治験実施計画書、別紙、説明同意文書、概要書の変更： 

   治験依頼者及び責任医師より上記に関して治験に関する変更申請書が提出された。 

   審議され、特に異議なく承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日本人急性骨髄性白血病患者を対象とした完全寛解達成後の維持療法としての経口用 

アザシチジンと最良支持療法との併用療法の有効性及び安全性を最良支持療法と比較する 

第 2相ランダム化二重盲検プラセボ対照試験 

治験依頼者：ブリストルマイヤーズスクイブ  

    開発の相：第 2相試験 

    治験薬：CC-486 

 

① 新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 14日付）（2022年 7月 28 日付）（2022年 8月 

10日付）（2022年 8月 18日付）（2022年 8月 25日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施 

計画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 
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   サノフィ株式会社の依頼による持続性又は慢性の免疫性血小板減少（ITP）の成人及び 

  青年を対象とした rilzabrutinib(PRN1008)の第Ⅲ相試験 

治験依頼者：サノフィ株式会社  

    開発の相：第 3相試験 

    治験薬：PRN1008 

 

① 新たな安全性情報： 

安全性情報等に関する報告書（2022年 7月 14日付） 

治験依頼者より安全性情報等に関する報告書が提出された。 

同報告書の内容について、治験依頼者、治験責任医師共に治験の継続に問題なく、実施 

計画書、説明同意文書の変更の必要はないと判断した。 

審議され、特に異議なく治験の継続について承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立墨東病院 治験に関する業務手順書の改定 

 

 

地方独立行政法人東京都立病院機構の設立に伴い、下記の手順書等の改定について審議し、特

に異議なく承認された。 

① 治験審査委員会設置要綱 

② 墨東病院治験標準業務手順書総則 

③ 墨東病院治験事務局標準業務手順書 

④ 治験審査委員会標準業務手順書 

⑤ 治験責任医師標準業務手順書 

⑥ 治験分担医師標準業務手順書 

⑦ 治験協力者標準業務手順書 

⑧ モニタリング・監査標準業務手順書 

⑨  治験薬管理標準業務手順書 

⑩ 治験に関する文書・原資料保存の責任分担 


