
 １ 

 

東京都立墨東病院治験審査委員会標準業務手順書 

 

制  定  平成10年９月１日 第一版  

一部改正 平成15年７月１日 第二版  

一部改正 平成16年７月１日 第三版  

                                            一部改正 平成17年６月１日 第四版  

       一部改正 平成20年４月１日 第五版  

                     一部改正 平成20年６月12日 第六版  

                                            一部改正 平成21年４月１日 第七版  

                                            一部改正 平成21年６月１日 第八版  

一部改正 平成21年10月１日 第九版  

                                            一部改正 平成23年４月１日 第十版  

一部改正 平成 24年４月１日 第十一版 

一部改正 平成 24年４月１日 第十二版 

一部改正 平成 25年 4月 1日 第十三版 

一部改正 平成 26年 4月 1日 第十四版 

一部改正 平成 27年 4月 1日 第十五版 

一部改正 平成 30年 8月 1日 第十六版 

一部改正 令和 2年 4月 9日 第十七版 

一部改正 令和 4年 10月１日 第十九版 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 治験審査委員会の設置等 

１－１ 院長は、治験を行うことの適否及び治験に関する調査・審議を行わせることを目的

として、治験審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。       

 

１－２ 委員会の運営に関する事務は、別に定める治験事務局（以下「事務局」という。）

がこれを行う。（「東京都立墨東病院治験標準業務手順書総則」を参照のこと。） 

 

２ 委員会の責務 

２－１ 委員会は、院長から治験を行うことの適否あるいは治験を継続して行うことの適

否について意見を求められた場合には、必要な資料に基づき審査を行い、文書により回答

しなければならない。 

 

２－２ 委員会は、全ての被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上につとめなけれ

ばならない。 



 ２ 

 

２－３ 委員会は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上につとめるうえで追加

の情報が必要であると判断した場合に、同意文書及びその他の説明文書に求められる事

項以上の情報を被験者に提供するように要求することができる。 

 

３ 委員会の構成 

３－１ 院長は、委員会の委員（以下「委員」という。）を任命または指名・委嘱する。 

 

３－２  委員会は、院内委員及び院外委員により構成し、院内委員として次の職にある者

を宛て、また院外委員には、東京都立墨東病院及び院長と利害関係を有しない者２名以上

を含むものとする。 

① 院長の指名する副院長 

② 事務局長 

③ 院長の指名する診療部長又は医長 

④ 看護部長又は副看護部長 

⑤ 薬剤科長 

⑥ 検査科部長、医長又は検査技師長 

⑦ 総務課長又は計画課長 

⑧ 医事課長又は医事専門課長 

⑨ 治験事務局長 

⑩ その他、院長が必要と認めるもの 

 

３－３  院内委員の中に、医学・歯学・薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識

を有する者以外の者が含まれていることとする。 

 

３－４ 院長は、院内委員の中から治験審査委員長（以下「委員長」という。）を指名する。 

 

３－５ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 

３－６ 院長は、委員会に出席することはできるが、委員に就任すること及び審議・採決に

参加することはできない。 

 

３－７ 委員長は、委員会の審査過程において必要となる専門委員を臨時に選定すること

ができる。なお専門委員は、委員長の推薦に基づき、院長が就任要請を行う。 

 

４ 委員会の開催 

４－１ 委員会は、原則として毎月１回定期的に開催する。 



 ３ 

 

４－２ 委員長は、自らが開催を要すると判断した場合及び院長が開催を要請した場合並

びに３名以上の委員が開催を要請した場合については、臨時の委員会を開催しなければ

ならない。 

 

４－３ 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。ただし、院外委員が少

なくとも１名出席しなければならない。また自然科学を専門としない委員が少なくとも

１名出席していなければならない。 

 

４－４ 委員は、委員長が必要と認める場合、パソコン等のインターネットを用いた双方向

の円滑な意思疎通が可能なシステムを利用して委員会に出席し、審議及び採決に参加す

ることができる。 

 

４－５ 事務局は、各委員に委員会の開催日程等を通知し、必要な資料等を事前に送付する

など、十分な検討が行われるよう配慮しなければならない。 

 

５ 治験審査委員会の決定 

５－１ 委員長は、委員会の議長として審議を総括する。 

 

５－２ 委員会は、倫理的・科学的及び医学的妥当性の観点から、治験の実施及び継続の適

否等について審査を行い、その結果を事務局を通じて院長に通知する。なお、委員会の決

定は、全員の同意を原則とするものであるが、採決による決定が必要となった場合につい

ては、出席委員の過半数の同意により、以下の①から⑤のいずれに該当するかを判定する。 

① 承認 

② 修正の上で承認 

③ 却下 

④ 既承認事項の取り消し 

⑤ 保留 

 

５－３ 採決は、審議に参加した委員のみが参加できるものとする。 

 

５－４ 当該治験に関与する委員は、その審議・採決に出席することができない。 

 

５－５ 治験責任医師及び治験分担医師並びに治験協力者は、関与している治験について

の情報を委員会に提供することは許されるが、当該治験に関する事項の審議及び採決に

は参加できない。 

 



 ４ 

５－６ 委員会を開催し得ず、緊急に委員会としての検討・決定が必要な場合には、委員長、

治験事務局長又は治験事務局室長、委員長が指名する２名以上の委員によって協議・決定

を下すことができる。ただし、この場合には決定内容をただちに院長に答申し、次回の委

員会に承認を得なければならない。治験審査委員会がこの決定と異なる決定をした場合は、

院長は新たな答申に基づいて再決定を行うものとする。 

  また、緊急決定時、事後承認時、再決定時のいずれにおいても、治験審査結果通知書（書

式5または(医)書式5）、治験に関する指示・決定通知書（参考書式1または(医)参考書式1）

は作成する。 

 

５－７ 進行中の治験に関わる軽微な変更については、 委員長、治験事務局長又は治験事

務局室長との合議により委員会の決定とすることができる。この場合、委員長は、次回の

委員会にその決定内容を報告しなければならない。 

なお、「進行中の治験に関わる軽微な変更」とは、治験の実施に影響を与えない範囲で、

被験者に対する精神的及び身体的侵襲の可能性がなく、被験者への危険を増大させない

変更をいう。治験依頼者の組織・体制の変更、治験分担医師の削除等が該当する。 

 

５－８ 「修正の上で承認」場合の修正確認は書式6または(医)書式6の提出を受け、下記①か

ら③の手順で修正を確認後、承認の手続きを行うものとする。 

① 委員会において「修正の上で承認」とされた場合は、委員長、治験事務局長又は治験

事務局室長の修正確認を必要とする。 

② 修正事項に対する判断が必要とされる場合については、①の２名に委員会で指名され

る２名の委員を加えた計４名の合議により決定とすることができる。 

③ ①②いずれの場合についても、委員長は次回の委員会にその決定内容を報告しなければ

ならない。 

 

６ 審査資料                                 

６－１ 審査資料の入手 

 委員会は、その責務の遂行のために、審査対象として以下の最新文書を院長から入手す

る。また治験期間中、審査の対象となる文書が通知、更新又は改訂された場合は、当該文

書を速やかに提出するよう求める。 

① 治験実施計画書 

② 治験薬概要書及び治験使用薬（被験薬を除く）に係る科学的知見を記載した文書 

 （製造販売後臨床試験の場合は添付文書等） 

 ③ 症例報告書の見本（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分

に読み取れる場合は、当該治験実施計画書をもって症例報告書の見本に関する事項を

含むものとする） 



 ５ 

 ④ 同意文書及びその他の説明文書 

 ⑤ 被験者への支払い（支払いがある場合）に関する資料 

 ⑥ 健康被害に対する補償に関する資料 

 ⑦ 被験者の募集手順（広告等）に関する資料 

 ⑧ 被験者の安全等に係わる報告 

 ⑨ 予定される治験費用に関する資料 

 ⑩ 治験依頼書（書式3）（医師主導治験においては治験実施申請書（(医)書式3） 

 ⑪ 治験に係る経費算出表（第１号様式） 

 ⑫ 治験経費ポイント算出表［医師］及び[薬剤管理] 

 ⑬ 治験薬概要書の要旨（第2号様式） 

 ⑭ 治験責任医師の履歴書及び治験責任医師が治験責任医師として規定された要件を満た

していることを証明したその他の資料 

⑮ 治験分担医師となるべき者の氏名リストと規定された要件を満たしていることを証明し

た資料（委員会が必要と認める場合には治験分担医師の履歴書） 

⑯ 治験分担医師・協力者リスト（書式2または(医)書式2） 

 ⑰ （必要な場合）治験薬等診療科管理申請書（第５様式） 

 ⑱ ※モニタリングに関する手順書                      

⑲ ※監査に関する計画書および業務に関する手順書 

⑳ ※治験使用薬の管理に関する事項を記載した文書 

㉑ ※ＧＣＰ省令の規定により自ら治験を実施する者及び当院に従事する者が行う通知

に関する事項を記載した文書 

㉒ ※当院が自ら治験を実施する者の求めに応じてＧＣＰ省令第41条第2項各号に掲げ

る記録(文書も含む)を閲覧に供する旨を記載した文書 

㉓ ※当院がＧＣＰ省令または治験実施計画書に違反することにより適正な治験に影響

を及ぼしたと認める場合（ＧＣＰ省令第46条に規定する場合を除く）には自ら治験を

実施する者は治験を中止することができる旨を記載した文書 

㉔ ※その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載し

た文書 

㉕ その他委員会が必要と認める資料 

 （※印のものは医師主導治験において必要に応じて入手する。） 

 

６-２ 説明同意文書 

 説明同意文書には以下の事項が含まれていなければならない。 

 ① 治験が研究を伴うこと 

 ② 治験の目的 

 ③ 治験の方法（治験の試験的側面・被験者の選択基準及び無作為割付が行われる場合の各

処置に割り付けられる確率） 



 ６ 

 ④ 被験者の治験参加予定期間 

 ⑤ 治験に参加予定の被験者数 

 ⑥ 予期される臨床上の利益及び危険性又は不便（被験者にとって予期される利益がない場

合には、被験者にそのことを告知しなければならない。） 

 ⑦ 患者を被験者にする場合には、当該患者に対する他の治療方法の有無及びその治療方法

に関して予測される重要な利益及び危険性 

 ⑧ 治験に関連する健康被害が発生した場合に被験者が受けられる補償及び治療 

 ⑨ 治験への参加は被験者の自由意思によるものであり、被験者又はその代諾者は、被験者

の治験への参加を随時に拒否又は撤回することができ、そのことにより被験者が不利な

扱いを受けたり、治験に参加しない場合に受けるべき利益を失うことがないこと。 

 ⑩ 治験の参加を取りやめる場合の治験機器、治験製品の取り扱い 

 ⑪ 治験への参加の継続について、被験者又はその代諾者の意思に影響を与える可能性のあ

る情報が得られた場合には、速やかに被験者又はその代諾者に伝えられること。 

 ⑫ 治験への参加を中止させる場合の条件または理由 

 ⑬ 同意文書に被験者又はその代諾者が署名又は記名押印することにより、モニター・監

査担当者・委員会及び規制当局が原医療記録を閲覧でき、その際には、被験者の秘密は保

全されること。 

 ⑭ 治験の結果が公表される場合であっても、被験者の秘密は保全されること。 

 ⑮ 被験者が費用負担をする必要がある場合にはその内容 

 ⑯ 被験者に金銭等が支払われる場合にはその内容（支払額算定の取り決め等） 

 ⑰ 治験責任医師又は治験分担医師の氏名・職名及び連絡先 

 ⑱ 被験者が治験及び自己の権利に関して、より詳細な情報を必要とする場合、又は治験に

関連する健康被害が生じた場合に、照会すべき医療機関の相談窓口 

 ⑲ 被験者が遵守すべき事項 

 ⑳ 治験審査委員会の手順書等をホームページで公表していること及び当該ホームページ

アドレス 

 

７ 審査 

７-１ 治験審査委員会の審査 

治験審査委員会においては、以下の事項を審査する。 

（１）医療機関の要件 

当院が十分な臨床観察及び試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置

を採ることができるなど、当該治験を適切に実施することができるか否かを検討す

ること。 

 （２）医師の適格性 

治験責任医師及び治験分担医師が当該治験を実施する上で適格であるか否かを検討

する。 



 ７ 

 （３）非治療的治験 

被験者の代諾者の同意に基づき、被験者に対して直接の臨床的利益が予期されない

非治療的な治験が行われることが計画されている場合には、治験審査委員会は、提

出された治験実施計画書及びその他の文書が、関連する倫理的問題を適切に配慮し

ており、かつＧＣＰ省令第７条第２項の規定に従っているものであることを確認す

る。 

 （４）緊急状況下における救命的治験 

被験者及びその代諾者の事前の同意を得ることが不可能な緊急状況下における救命

的治験が行われることが計画されている場合には、治験審査委員会は、提出された

治験実施計画書及びその他の文書が、関連する倫理的問題を適切に配慮しており、

かつＧＣＰ省令第７条第３項の規定に従っているものであることを確認する。 

 （５）被験者に対する支払い 

 （６）治験費用 

治験費用について、その内容及び支払方法を審査し、これらが適正であるか否かを

確認する。 

 （７）治験が１年以上にわたる場合にはその継続審査の必要性 

 （８）その他当該治験の実施に関する諸問題   

以上の治験審査委員会の議事に関しては、治験審査委員会事務局によって議事録と

議事録の概要を責任をもって記録・保管しなければならない。 

 

７－２ 専門委員の要請 

 治験審査委員会の審査過程において、当該治験に関する専門的助言が必要となったと委

員長及び過半数の委員が承認した場合、委員長は専門委員を臨時に推薦することができる。 

なお専門委員は、この推薦に基づき院長から要請される。 

 

７－３ レビューワーの設定と責務 

治験審査委員会の委員長は、部外者による治験進行に関するレビューワーを設定するこ

とができることとし、レビューワーには委員長の推薦に基づき院長が就任を要請する。レ

ビューワーの責務は、進行中の治験に関し、その進行度や有害事象の発生等について、委

員長からの諮問に応じて助言を与えるものとする。なお、委員長はその結果として、進行

中の治験に関する再審査を請求することができる。 

 

８ 継続審査 

８－１ 治験が１年を超える場合、委員会は、少なくとも１年に１回以上の頻度（原則とし

て初回の治験実施を承認した委員会と同月）で、治験が適切に実施されているか否かを

審査する。また、必要に応じて、治験の実施状況等に関する調査を行う。 

 



 ８ 

８－２ 院長は、以下の場合について、委員会の意見を聴くものとする。 

① 重篤で予想できない副作用等に関して、治験依頼者または自ら治験を実施する者から通

知を受けた場合 

 ② 重篤な有害事象について、治験責任医師から報告を受けた場合 

 ③ 被験者の治験継続参加の意思に影響を与えると思われる情報を入手した場合 

 ④ 説明同意文書の改訂が必要となった場合 

 ⑤ その他必要であると認めた場合 

 ⑥ 医師主導の治験において自ら治験を実施する者の指定する者から「治験モニタリン

グ・監査結果報告書」（第7号様式）が提出された場合 

 

９  審査結果 

９－１ 治験に関する委員会の決定及びその理由を、文書により院長に報告する。 

 

９－２ 院長の指示・決定内容は、文書により、治験依頼者による治験にあっては治験責任

医師と治験依頼者に、医師主導の治験にあっては自ら治験を実施する者に通知する。な

お、修正依頼事項又は継続検討を要するものについては、治験依頼者による治験におい

ては治験責任医師と治験依頼者、医師主導治験においては自ら治験を実施しようとする

者は速やかに検討し、その結果を文書により治験事務局を通じて院長に報告する。 

 

９－３ 院長は、委員会が治験の実施を却下することを決定し、そのことを報告してきた場

合には、当該治験の実施を了承してはならない。 

 

９－４ 委員会の決定に対する治験責任医師からの異議申し立ては、事務局を通じて文書

で院長に行う。 

 

10 会議の記録の作成 

10－１ 事務局は、委員会の開催の度に、その会議の記録及びその概要を作成しなければな

らない。 

 

10－２ 会議の記録の概要には、審議及び採決に参加した委員名簿と審議結果を含む主な

議論の概要を含むものとする。 

 

10－３ 院長は、会議の記録の概要を委員会開催後2ヶ月以内を目途に病院ホームページにて

公開する。 

 

11 記録の保存管理 

11－１ 委員会に関する記録類の保存管理責任者は、東京都立墨東病院事務局長とする。 



 ９ 

 

11－２ 保存管理の手順は、「東京都立墨東病院治験標準業務手順書総則」による。 

 

11－３ 院長及び委員長は、治験依頼者または自ら治験を実施する者により指名された者

によるモニタリング及び監査並びに規制当局による調査に協力し、求めに応じて審査資

料及び会議記録等を閲覧に供さなければならない。 

 

12 東京都立墨東病院治験審査委員会標準業務手順書の改訂 

 本手順書の改訂については、治験事務局で検討し、治験審査委員会の協議を経て院長の承

認により発効するものとする。 


