
2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題1：萬有製薬株式会社の依頼による16～26歳の女性を対象とした

V503の後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①治験依頼書添付資料に基づき、治験を実施することの妥当性につい

て審議した。（治験依頼者より本治験の概略説明が行われた。） 
 

Q：過去にV501の投与を受け、HPVのいくつかの型に対して抗体

をもつ場合に本剤を投与しても問題はないのか。 
A：本治験ではV501を投与された患者は組入れできないが、将来的

には可能であると考えている。 
Q：本剤の添加物であるAAHSとは具体的にどのようなものか。 
A：アルミニウムアジュバントというものである。弊社の特許に係

るため詳細についてはお伝えできないが、アルミニウムが入って

おり、これが少量存在することで抗原抗体反応が促進され、抗体

ができやすくなるものである。 
Q：AAHSによる副作用は報告されているのか。 
A：外国で行われている本剤のパートA試験では、V501と同様に投

与時の圧痛、はれが多く報告されたが、AAHS特有の有害事象は

報告されていない。その他では、胃腸障害が多く報告されたが、

AAHSとの関連性はわかっていない。 
Q：AAHSは他の薬剤でも使用されていると思うが、どのような特

許なのか。 
A：量等も含めての特許である。 
Q：AAHSにはアルミニウム以外に何か含まれているのか。 
A：確認する。 
Q：本剤は9価とのことであるが、当日配布資料の3ページ目の表に

記載されていない残りの2価のHPV型は何か。 
A：6型及び11型である。 
Q：海外ではさらに多くのHPV型に対応するワクチンを使用してい

るのか。 
A：海外では弊社が開発した4価のV501もしくはグラクソ・スミス

クライン社により開発された2価のワクチンが使用されている。 



 
審議結果：承認（2施設：竹内委員は本治験の治験責任医師であるた

め、本議題の審議・採決に参加していない） 

特記事項 ・当IRB設置医療機関を含む2施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題2：田辺三菱製薬株式会社の依頼による関節リウマチ患者を対象と

したCNTO148（Golimumab）の第Ⅱ/Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を継続して

行うことの妥当性について審議した。 

②安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を継続して行

うことの妥当性について審議した。 
③当院の治験実施体制の変更に伴う同意説明文書の追加について、引

き続き治験を継続して行うことの妥当性について審議した。 
④当院の治験実施体制の変更に伴い、福井総合クリニックへ移行後

も、引き続き治験を継続して行うことの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認（辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予定であ

るため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参加して

いない） 
 
 
【報告事項】 
 以下の迅速審査について報告された。 
 ・同意説明文書の追加（2009年4月1日（水）実施：承認） 

特記事項 
・同意説明文書の追加については、迅速審査により既に承認されている

が、本委員会で再度審議を実施した 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 
斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題3：アステラス製薬株式会社の依頼による前立腺肥大症患者におけ

る過活動膀胱症状に対するソリフェナシンの製造販売後臨床試験 
 
【審議事項】 
 ①審議依頼施設（1施設）で発生した有害事象に関する報告に基づき、

引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 
②治験審査委員会の情報公開に伴う同意説明文書の追加について、引

き続き試験を実施することの妥当性について審議した。 
③試験実施体制の変更に伴う試験実施計画書の別紙3並びに別紙4の

改訂について、引き続き試験を実施することの妥当性について審議

した。 
 

審議結果：承認（2施設） 
 
 
【報告事項】 

 なし 

特記事項 ・当IRB設置医療機関以外の2施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題4：第一三共株式会社の依頼による股関節骨折手術施行患者を対象

としたDU-176bの第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 
 ①治験実施計画書の改訂及び別紙1、別紙2の変更に基づき、引き続き

治験を実施することの妥当性について審議した。 
②当院で発生した重篤な有害事象に関する報告に基づき、引き続き治

験を実施することの妥当性について審議した。 
③当院における治験分担医師の削除及び治験実施体制の変更（当院

が、入院部門中心の福井総合病院と外来部門の診療を行う福井総合

クリニックに機能分離すること）に対し、治験を継続して行うこと

の妥当性について審議した。さらに、当院に提出された治験依頼書

に基づき、当院の体制変更日以降も治験を継続して行うことの可否

を審議した。 
 

審議結果：承認（2施設：辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予

定であるため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参

加していない） 
 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 ・当IRB設置医療機関を含む2施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題5：第一三共株式会社の依頼による人工膝関節全置換術施行患者を

対象としたDU-176bの第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 
 ①当院における治験分担医師の削除及び治験実施体制の変更（当院

が、入院部門中心の福井総合病院と外来部門の診療を行う福井総合

クリニックに機能分離すること）について、治験を継続して行うこ

との妥当性について審議した。さらに、当院の体制変更日以降も治

験を継続して行うことの妥当性を審議した。 
②治験実施計画書の改訂、それに伴う治験参加カード及び同意説明文

書の変更、別紙1と別紙2の変更に基づき、治験を継続して行うこと

の妥当性を審議した。 
 

審議結果：承認（辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予定であ

るため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参加して

いない） 
 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題6：ヤンセン ファーマ株式会社の依頼による慢性疼痛患者を対象と

したJNS013の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を実施する

ことの妥当性について審議した。 
②安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
③治験期間が1年を超えるため、治験を継続して行うことの妥当性に

ついて審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 
斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題7：武田薬品工業株式会社の依頼による非ステロイド性抗炎症薬長

期投与患者を対象としたAG-1749の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①2回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実

施することの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認（辻委員長は同一薬剤の別プロトコルの治験分担医師

であるため、本議題の審議・採決に参加していない） 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
・治験分担医師の削除（2009 年 4 月 2 日（木）実施：承認） 
 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 
斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題8：武田薬品工業株式会社の依頼による低用量アスピリン長期投与

患者を対象としたAG-1749の第Ⅲ相試験（長期試験） 
武田薬品工業株式会社の依頼による非ステロイド性抗炎症薬長

期投与患者を対象としたAG-1749の第Ⅲ相試験（長期試験） 
 

【審議事項】 
①2回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実

施することの妥当性について審議した。 
 
審議結果：承認（辻委員長は本議題のうち1つのプロトコルの治験分

担医師であるため、本議題の審議・採決に参加していない） 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
・治験分担医師の削除（2009 年 4 月 2 日（木）実施：承認） 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題9：第一三共株式会社の依頼による骨粗鬆症患者を対象とした

AMG162（Denosumab）の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 

 なし 

特記事項 ・当IRB設置医療機関以外の1施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題10：株式会社Argenesの依頼によるARG098の第Ⅰ/Ⅱ相試験 
 
【審議事項】 

①治験実施計画書並びに治験実施計画書 別紙、症例報告書、治験薬

概要書の改訂について、治験を継続して行うことの妥当性を審議し

た。 
②当院の治験実施体制の変更（当院が、入院部門中心の福井総合病院

と外来部門の診療を行う福井総合クリニックに機能分離すること）

について、治験を継続して行うことの妥当性を審議した。 
③当院の体制変更に伴う福井総合病院での治験継続の可否について

審議した。 
④治験実施計画書 別紙の改訂について、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認（辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予定であ

るため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参加して

いない） 
 

 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題11：バイエル薬品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Rivaroxaban（BAY59-7939）の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①3回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を継

続して行うことの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認（三浦委員は本治験の治験分担医師であるため、審議・

採決には参加していない） 
 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題12：バイエル薬品株式会社の依頼による急性内科疾患により入院し

た患者を対象としたリバロキサバンの第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を継続して

行うことの妥当性について審議した。 
②3回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を継

続して行うことの妥当性について審議した。 
③当院の治験実施体制の変更に伴う治験責任医師及び治験分担医師

の職名変更について、引き続き治験を継続して行うことの妥当性に

ついて審議した。 

④選択基準の変更及び治験実施体制の変更に伴う治験実施計画書、治

験実施計画書 別紙１・別紙２の改訂について、引き続き治験を継

続して行うことの妥当性について審議した。 

 

審議結果：承認（辻委員長、三浦委員はそれぞれ本治験の治験責任医

師、治験分担医師であるため、審議・採決には参加してい

ない） 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題13：ブリストル・マイヤーズ株式会社の依頼による第1相試験

（IM101034）及び第2相試験（IM101071）に参加した被験者、並び

にDMARDs効果不十分な関節リウマチ患者を対象としたabatacept
（BMS-188667）の安全性を検討する多施設共同、オープンラベル、

長期（継続）投与試験（第3相臨床試験） 
 
【審議事項】 
 ①2回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実

施することの妥当性について審議した。 
②治験薬概要書の改訂及びそれに伴う同意説明文書の変更について、

治験を継続して行うことの妥当性を審議した。 
③当院の治験実施体制の変更（当院が、入院部門中心の福井総合病院

と外来部門の診療を行う福井総合クリニックに機能分離すること）

に伴う被験者説明文書の追加、及び福井総合病院の住所変更、並び

に本治験に参加中の被験者を体制変更日以降、福井総合クリニック

へ移行することについて、治験を継続して行うことの妥当性を審議

した。 
 

審議結果：承認（2施設：辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予

定であるため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参

加していない） 
 
【報告事項】 
 以下の迅速審査について報告された。 
 ・同意説明文書の軽微な変更（2009年3月25日（水）実施：2施設と

もに承認） 
 ・被験者説明文書の追加（2009年4月1日（水）実施） 

特記事項 
・当IRB設置医療機関を含む2施設からの審議依頼による 
・被験者説明文書の追加については迅速審査により承認されているが、

本委員会で再度審議を実施した 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題14：ブリストル・マイヤーズ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BMS-562247の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
②治験薬概要書並びに治験実施計画書 別紙1の改訂について、治験を

継続して行うことの妥当性を審議した。 
③当院の治験実施体制の変更（当院が、入院部門中心の福井総合病院

と外来部門の診療を行う福井総合クリニックに機能分離すること）

に伴う被験者説明文書の追加について、治験を継続して行うことの

妥当性を審議した。 
④当院の体制変更に伴う本治験に参加中の被験者の福井総合クリニ

ックへの移行について、治験を継続して行うことの妥当性を審議し

た。 
 
審議結果：承認（辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予定であ

るため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参加して

いない） 
 
 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要（福井病院） 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題15：イーライリリー・アンド・カンパニーの依頼によるアルツハイ

マー型認知症の進行に対するLY450139の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 
 ①安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
②同意説明文書の変更について、治験を継続して行うことの妥当性を

審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 
 以下の迅速審査について報告された。 
 ・治験分担医師の追加及び削除（2009年4月6日（月）実施：承認） 

特記事項 ・当IRB設置医療機関以外の1施設からの審議依頼による 

 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題16：萬有製薬株式会社の依頼による骨粗鬆症患者を対象とした

MK-0822の第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①治験薬概要書の改訂について、治験を継続して行うことの妥当性を

審議した。 

 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 

 なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題17：萬有製薬株式会社の依頼によるMK-0822の後期第Ⅱ相試験 
 
【審議事項】 

①治験薬概要書の改訂について、治験を継続して行うことの妥当性を

審議した。 

 

審議結果：承認 
 
 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 ・当IRB設置医療機関以外の1施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題18：旭化成ファーマ株式会社の依頼による骨粗鬆症患者を対象とし

たMN-10-Tの第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①当院の治験実施体制の変更に伴う同意説明文書の追加について、引

き続き治験を継続して行うことの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 

①以下の迅速審査について報告された。 
  ・同意説明文書の追加（2009年4月7日（火）実施：承認） 

②追跡調査の説明文書の追加について報告された。 

特記事項 
・同意説明文書の追加については、迅速審査により既に承認されている

が、本委員会で再度審議を実施した 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題19：旭化成ファーマ株式会社の依頼による臨床薬理試験 
 
【審議事項】 

①治験実施計画書及びその別紙9の改訂について、引き続き治験を継

続して行うことの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 
 ・治験終了報告書に基づき、本治験の終了が報告された。 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題20：中外製薬株式会社の依頼によるオクレリズマブの第Ⅱ相試験 
 
【審議事項】 

①安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
②治験実施計画書 別紙1・別紙2並びに治験薬概要書（日本語版及び

英語版）の改訂について、治験を継続して行うことの妥当性を審議

した。 
③当院の治験実施体制の変更（当院が、入院部門中心の福井総合病院

と外来部門の診療を行う福井総合クリニックに機能分離すること）

に伴う被験者説明文書の追加について、治験を継続して行うことの

妥当性を審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
・被験者説明文書の追加（2009 年 4 月 9 日（木）実施：承認） 

特記事項 
・被験者説明文書の追加については迅速審査により承認されているが、

本委員会で再度審議を実施した 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題21：ワイス株式会社の依頼による関節リウマチ患者を対象としたエ

タネルセプトの第Ⅲ相試験 
 
【審議事項】 

①安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実施するこ

との妥当性について審議した。 
②同意説明文書の改訂並びに当院の治験実施体制の変更（当院が、入

院部門中心の福井総合病院と外来部門の診療を行う福井総合クリ

ニックに機能分離すること）に伴う同意説明文書（追補）の追加に

ついて、治験を継続して行うことの妥当性を審議した。 
 

審議結果：承認 
 
 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題22：萬有製薬株式会社の依頼による健康乳児を対象としたV260の
第Ⅲ相試験 

 
【審議事項】 

①4回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実

施することの妥当性について審議した。 
②治験実施計画書 別紙1並びに治験実施計画書の変更について、引き

続き治験を実施することの妥当性について審議した。 
 
審議結果：承認 
 
 

【報告事項】 
 なし 

特記事項 ・当IRB設置医療機関以外の1施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題23：萬有製薬株式会社の依頼によるV501の第Ⅱ相試験 
 
【審議事項】 

①4回分の安全性情報等に関する報告書に基づき、引き続き治験を実

施することの妥当性について審議した。 
 
審議結果：承認（竹内委員は本治験の治験責任医師であるため、本議

題の審議・採決に参加していない） 
 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦 豊章、岩崎 俊子、永岩 里美、水上 峰宏、 

斉藤 和子、林 美帆、乙部 幸市郎、細川 キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題24-1：大塚製薬株式会社の依頼による脳梗塞患者を対象としたシロ

スタゾールの市販後臨床試験 
 
【報告事項】 

・治験終了報告書に基づき、本試験の終了が報告された。 

 

 

 

 

議題24-2：沢井製薬株式会社の依頼による生物学的同等性試験 
 
【報告事項】 

・治験終了報告書に基づき、本試験の終了が報告された。 
 
 
 
 
議題24-3：キョーリンリメディオ株式会社の依頼による生物学的同等性

試験 
 
【報告事項】 
・開発の中止等に関する報告書に基づき、本治験の中止が報告された。 

 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題25：キョーリンリメディオ株式会社の依頼による生物学的同等性試  

 験 
 
【審議事項】 

①治験実施計画書変更に関する報告に基づき、治験依頼者の組織変更

について審議した。 
 
 審議結果：承認 
 
 
【報告事項】 
  なし 

特記事項 なし 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題26-1：塩野義製薬株式会社の依頼によるインフルエンザウイルス感

染症患者を対象としたS-021812の第Ⅲ相試験 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
・目標症例数の追加（2009年4月2日（木）実施：承認） 

 
 
 
 
議題26-2：アステラス製薬株式会社の依頼による小児不眠症患者を対象

としたゾルピデムの製造販売後臨床試験 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
・追加説明文書の追加（2009 年 3 月 31 日（火）実施：承認） 

 
 
 
 
議題26-3：富山化学株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 
 
【報告事項】 

以下の迅速審査について報告された。 
 ・治験協力者の追加（2009年4月9日（木）実施：承認） 

特記事項 議題26-2：当IRB設置医療機関以外の1施設からの審議依頼による 



2009年4月定期 福井総合病院治験審査委員会 

会議の記録の概要 

開催日時 2009 年 4 月 17 日（金） 16：30～17：50 

開催場所 福井総合病院 臨床薬理センター 会議室 

出席委員名 
辻 哲朗、竹内 譲、三浦豊章、岩崎俊子、永岩里美、水上峰宏、 
斉藤和子、林 美帆、乙部幸市郎、細川キクオ 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題27：福井総合病院の体制変更について 
 
【審議事項】 
 ①福井総合病院より提出された「治験に参加中の被験者の福井総合ク

リニックへの移行について」に基づき、福井総合病院の体制変更日

以降、福井総合クリニックで引き続き治験を実施することの妥当性

を審議した。 
 ②福井総合クリニックの「治験実施に関わる標準業務手順書」（初版

案）並びに福井総合クリニックが治験審査を福井総合病院治験審査

委員会に委託することの妥当性について審議した。 
 

審議結果：承認（辻委員長は福井総合クリニック 院長就任予定であ

るため、福井総合クリニックに係る審議・採決に参加して

いない） 
 
 
【報告事項】 

以下の事項について報告された。 
・治験審査委員会 委員名簿公表について 

 
 福井総合病院のホームページ上で治験審査委員会の委員名簿を公表

することについて、3月定期IRBを欠席した委員に対し、3月中に委員

名簿公表に関して説明を行い、了承を得たことが報告された。 

特記事項 なし 

 


