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平成２９年度 名古屋医療センター臨床研究審査委員会の議事概要 
 

 

＜委員会開催について＞ 

 

    日 時：平成 30年 2月 15日(木)午後 3時 00分～午後 5時 10分 

  場 所：外来管理診療棟 4階 第 2会議室 

 

  出席者：  

 委員長  病棟部長      片岡 政人 

 副委員長 薬剤部長               中井 正彦 

 委員  医療情報管理部長      佐藤 智太郎 

 委員  臨床研究センター高度診断研究部長    眞田 昌 

 委員  臨床研究センター感染･免疫研究部長   岩谷 靖雅 

 委員  血液内科医長      宮田 泰彦 

 委員  神経内科医長      小林 麗 

 委員  臨床研究センター予防･治療研究室長 服部 浩佳 

 委員  臨床研究センター臨床疫学研究室長 齋藤 明子 

 外部委員  串田正克法律事務所     串田 正克(弁護士) 

 外部委員  いのちをバトンタッチする会代表    鈴木 中人（一般） 

 外部委員  中日新聞編集委員     安藤 明夫(一般） 

  欠席者：  

 委員  看護部長     寺西 正美 

 外部委員  中部大学応用生物化学科教授    堤内 要(応用生物化学) 

 外部委員  NPO法人愛知カウンセリング協会理事長   吉野 要(心理学･倫理学) 

 
 

 

 委員会開催に先立ち、委員長より本日審議課題について出席委員の利益相反の確認を行い、特に問

題が無いことが確認された。また、今回審議された臨床研究は全て臨床研究利益相反委員会で審議さ

れ、問題がないことが確認されている。 

なお、委員が関係する審査では、委員は審議・採決には参加しなかった。 

 

 

 
 

I. 研究の審査 

1. 新規研究の審査（ ５件 ） 

1） Asia-wide, multicenter open-label, phase II non-randomised study involving children with 
Down syndrome under 21 year-old with newly diagnosed, treatment naive acute lymphoblastic 

leukemia アジア広域における 21 歳未満のダウン症候群小児患者の未治療の急性リンパ性白

血 病についての多施設共同非盲検非無作為化第二相試験)    （整理番号：2017-402）                                

 鹿児島大学病院小児科 准教授  岡本 康裕   

 

■審議内容 

  研究代表者より新規研究の申請課題について説明がなされ、精読担当医師から確認および質疑が行

われた。特に、症例数設定、検査の手順・精度管理について確認および意見が出された。また、説明

文書の書きぶりについても意見がだされた。 
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■審議結果 

 条件付きで承認する。 

【承認条件／指摘事項】 

●研究計画書（英文および参考和訳） 

MRDの精度管理について各参加国で統一されている事項があれば、研究計画書に記載する旨を研究代表

者に伝え、その見解を報告すること。 

 

●研究計画書（参考和訳） 

P25の1～2行：対応する原文を追記すること。 

 

●説明文書 

ヘッダーの計画書番号を「ASIA DS-ALL 2016」と修正すること。 

 

P1/23 はじめにの注意書きを「**研究対象者となる方が未成年者やこの説明文書の理解が難しい場合

は、代諾者の方にご説明します。」と修正すること。 

 

P2/23  3.研究の背景・目的・意義について 

背景：の4行目「興味深いことに、」を削除すること。 

 

P9/23 中段 

P20/23 8.2 試料やデータの二次利用について 

試料の二次利用を行う予定がないとの説明であったが、説明文書内に試料の二次利用を行う旨を記載

されている箇所があり、同意書にも二次利用に関する同意チェック欄があるため、整合性をあわせる

こと。 

 

P12/23  2.ビンクリスチン： 

表中「・女性は期間がなくなることがあります。」を「女性は月経がなくなることがあります。」と

修正すること。 

 

Ｐ19/23 7.研究への参加とご辞退について： 

2行目：「おなたに」を「あなたに」と誤記を修正すること。 

 

 

2） HIV感染者の agingに伴う合併症スクリーニングに関する研究   （整理番号：2017-62）                                

      感染症科・エイズ診療科 エイズ総合診療部長  横幕 能行   

■審議内容 

 研究分担者より前回保留となった新規研究の申請課題について説明がなされ、委員より確認および

質疑が行われた。特に、研究デザイン・目的および検査内容について意見が出された。また、説明文

書の書きぶりについても意見がだされた。 

 

■審議結果 

 保留とする。 

【承認条件／指摘事項】 

●実施計画書について、 

PET検査、血液腫瘍マーカーだけではがんの確定診断ができないため、内視鏡、CT、便潜血等のいずれ

かの検査を追加して行うことを検討し、研究計画を再考すること。 
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3.目的： 

本計画では、原発不明癌の発生頻度および早期発見を行うことが困難と思われるため、目的を再考す

ること。 

 

7.4 実施スケジュール： 

表中の「（再度FDG-PET/CTおよび腫瘍マーカー検査を行うこともある。）」について、7.5 の記載と

齟齬があるため削除すること。 

 

●書式2について、 

追加する検査の内容に応じて、研究分担者として、有効なライセンス番号を取得した該当する科の医

師を追加すること。 

また、追加する研究分担者の利益相反自己申告書（書式2）昨年度・本年度分の原本を提出すること。 

 

●説明同意文書について、 

4-3.スケジュール： 

リンクを削除すること。 

 

修正された実施計画書と齟齬のないよう記載すること。 

 

●同意書について、修正後の説明同意文書に合わせて、作成日・版数を記載すること。 

 

●申請書類、実施計画書、説明同意文書等を適切に修正し、再度委員会での審査を受けること。 

 

 

3） 高齢者 HER2 陽性進行乳癌に対する T-DM1 療法とペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセ

ル療法のランダム化比較第 III相試験（JCOG1607）        （整理番号：2017-87）                                 

      乳腺外科 医師  林 孝子           

    

■審議内容 

 研究責任者より新規研究の申請課題について説明がなされ、委員より確認および質疑が行われた。

特に、年齢による減量、質問票の有効性について確認がされた。また、説明文書の書きぶりについて

も意見がだされた。 

 

■審議結果 

 承認する。 

 

 

 

4） TP53 変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同種造血幹細胞移植の多施設共

同非盲検無対照試験 REPTAT                   （整理番号：2017-79）                                

      血液内科 医長  宮田 泰彦         

                            精読担当者：服部 浩佳 

           

■審議内容 

  研究責任者より新規研究の申請課題について説明がなされ、精読担当医師から確認および質疑が

行われた。特に、細胞変異、検査頻度、移植の時期について確認がされた。また、説明文書の書きぶ

りについても意見がだされた。 
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■審議結果 

 条件付きで承認する。 

 

【承認条件／指摘事項】 

●実施計画書について、 

3.2.背景： 

1段落目と2段落目に記載が重複している箇所があるため、次回改訂時に修正するよう研究代表者へ伝

えること。 

 

●説明同意文書について、 

4-1．対象となる患者さん： 

研究に参加していただける方の主な条件 

2)「であり、造血幹細胞移植を行うことを予定している方」の「であり、」を削除すること。 

 

研究に参加していただけない方の主な条件 

3)「癌に掛かっている」を「癌にかかっている」と修正すること。 

 

●同意書について、 

臨床研究課題名の略称を「REPTAT試験」と修正すること。 

 

本文中の「子孫に遺伝する重大な影響をもつ～」を「子孫に遺伝する可能性がある重大な影響をもつ

～」と修正すること。 

 

修正後の説明同意文書に合わせて作成日・版数を記載すること。 

 

●事務局で修正の確認を受けること。 

適切に修正されていることが確認された後に研究を開始すること。 

 

 

5） AR 技術を用いた人工膝関節手術 簡易型ナビゲーションシステムのパイロット試験 

NMC-AR-TKA                         （整理番号：2017-86） 

      整形外科・リウマチ科 医師  来田 大平 

                           

    

■審議内容 

 研究責任者より新規研究の申請課題について説明がなされ、精読担当医師から確認および質疑が行

われた。特に、前研究の結果、観察期間について確認および意見が出された。また、説明文書の書き

ぶりについても意見がだされた。 

 

 

■審議結果 

 条件付きで承認する。 

【承認条件／指摘事項】 

●実施計画書について、 

ヘッダーの計画書番号について、表紙と合わせて「NMC-AR-TKA」と修正すること。 

 

2.2. 標準治療： 
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5行目「主に医師の経験と勘を基に」を「主に医師の経験を基に」と修正すること。 

 

2.3. 先行研究： 

全般、記載を簡略化すること。 

 

4.8.2. 研究実施予定期間： 

7.5.スケジュール表の許容範囲からは、最大100日間観察期間があると読み取れるため、スケジュール

表と齟齬の無いよう、観察期間、研究期間を設定すること。 

 

●説明同意文書について、 

2.今回の研究について： 

7行目「医師の経験と勘をたよりに」を「医師の経験をたよりに」と修正すること。 

 

P5以降の図1～図6の説明を簡略化し、ARに関する説明がメインとなるような構成とし、かつ患者さん

にわかりやすい文言に修正すること。 

 

4.方法 

P10【研究参加期間】： 

1行目「2週間」を「約2週間」と修正すること。 

 

5.この研究に参加することにより予想される利益と起こるかもしれない不利益 

＜予想される利益＞： 

１段落目の文言は重複しているため、削除すること。 

 

＜起こるかもしれない不利益＞： 

7行目「医療機器分類クラスIVに該当するもので」を「医療機器としては」と修正すること。 

 

6.この研究に参加しなかった場合の他の治療方法について： 

4行目「医師の経験と勘をたよりに」を「医師の経験をたよりに」と修正すること。 

 

10.この臨床研究に関連する新たな情報が得られた場合、14.研究組織と研究資金について： 

他とフォントを統一すること。 

 

15.利益相反について： 

2行目「研究責任者である来田大平」と修正すること。 

 

 

●同意書について修正後の説明同意文書に合わせて作成日・版数を記載すること。 

 

●事務局で修正の確認を受けること。 

 

●適切に修正されていることが確認された後に研究を開始すること。 

 

 

II. 研究の継続審査 （ １件 ）  

1. 重篤な有害事象の発生による審査 （ １件 ） 

1） 上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 19 deletionまたは Exon 21 point mutation）がない、
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または不明である非扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベ

バシズマブ併用療法施行後、維持療法として、ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法をベバ

シズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験 WJOG5610L COMPASS study 

                                （整理番号：2010-372） 

        報告日：西暦 2018年 2月 6日 （臨床研究）書式 9（第１報） 

 呼吸器科・臨床腫瘍科 がん総合診療部長  坂 英雄 

    

■審議結果 

 承認する。 

 

 

III. 研究の報告・審議事項 

事務局から、以下について報告があり、特に問題は無く了承された。 

 

1. 迅速審査報告（ ４件 ）    

   新規申請 ・・・・・・・・  2件（1～2） 

   変更申請 ・・・・・・・・  2件（3～4） 

 

1） 医療通訳システム活用による外国人 HIV 陽性者支援に関する研究(PLWH-LJP support study) 

             （整理番号：2017-89） 

看護部 エイズ治療開発センター副看護師長   羽柴 知恵子          

 

2） Penumbra 4MAXカテーテルを用いた中大脳動脈 M2閉塞に対する脳血栓回収術の治療成績 

                             （整理番号：2017-91） 

脳神経外科 医師  浅井 琢美           

 

3） 標準的化学療法終了後の EGFR および ALK 遺伝子変異陰性進行非小細胞肺癌に対するｗeekly 

nab-パクリタキセル療法の臨床第 II相試験          （整理番号：2014-842） 

呼吸器科・臨床腫瘍科 医師  小暮 啓人           

 

4） 非小細胞肺癌に対するラムシルマブ+ドセタキセル療法におけるペグフィルグラスチム併用

時の発熱性好中球減少症発現率に関する多施設共同前向き観察研究 CJLSG1602   

（整理番号：2017-10） 

呼吸器科・臨床腫瘍科 がん診療部長  坂 英雄           

 

 

2. 終了報告（ ４件 ） 

1） 治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対する Oxaliplatin Stop - and - Go 戦略を考慮した 

Sox ＋ Bevacizumab療法の有効性と安全性の検討 ( CCOG 1002.1 ) 

       （整理番号：2013-654）報告日：西暦 2018年 2月 1日（臨床研究）書式 12 

  外科 医師  中山 裕史 

 

2） 治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する経口フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、イリノテ

カン、ベバシズマブ併用療法既治療例の二次治療としての XELOX+ベバシズマブ療法の第Ⅱ相

臨床試験 CCOG1203(ROSE) 

       （整理番号：2013-674）報告日：西暦 2018年 2月 1日（臨床研究）書式 12 

  外科 医師  中山 裕史 
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3） EGFR 遺伝子変異陽性の進行非扁平上皮非小細胞肺がんに対する初回治療としてのゲフィチ

ニブ単剤療法とゲフィチニブ＋ベバシズマブ併用療法のランダム化比較第 2相試験(BAGEL) 

                              （整理番号：2014-737）              

  呼吸器科・臨床腫瘍科 がん総合診療部長  坂 英雄 

報告日：西暦 2018年 2月 2日（臨床研究）書式 12 

 

4） 舌圧子一体型口腔咽頭内視鏡 2号機の開発に関する研究 NTOP2016 

                              （整理番号：2016-54）              

  臨床研究センター 臨床研究センター長  堀部 敬三 

報告日：西暦 2018年 2月 7日（臨床研究）書式 12 

 

IV. その他 

■審議内容 

 次回委員会日程について確認を行い、臨床研究審査委員会を終了した。 

  

 

以 上 
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