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東京都立駒込病院治験実施標準業務手順書総則 
 

総則前文 

 本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、ＧＣＰ

省令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて、

当院がおこなうべき業務手順を定めたものである。 

なお、製造販売後臨床試験については、医薬品ＧＣＰ省令第２８号第５６条、医療機器

ＧＣＰ省令第３６号第７６条および再生医療等製品ＧＣＰ省令第８９号第７６条に準じ

「治験」、「治験責任医師」、「治験使用薬」等とあるのを「製造販売後臨床試験」、「製

造販売後臨床試験責任医師」、「製造販売後臨床試験薬」等と読み替えることにより本手

順書を適用する。 

 

１．はじめに 

  

 当院において治験を実施するにあたり、常に十分な臨床観察および試験検査を行い、か

つ緊急時に必要な措置を講ずることが可能であることを要件とし、以下の条件を満たして

いる状態を維持しなければならない。 

（１）治験審査委員会を設置していること 

（２）当該治験を安全に、かつ科学的に実施するための設備を有していること 

（３）治験責任医師、治験分担医師、当該治験に関係する薬剤師、検査技師、放射線技師、

栄養士および看護職員等必要な職員が確保されていること 

（４）治験薬管理者が治験薬の性質および治験実施計画書を理解し、治験使用薬を適切に

保管し、調剤等を実施し得ること 

（５）記録保存責任者が記録等の保存を適切に行い得ること 

 また、治験を開始した場合に、院長を代表とする当院の治験機関は、上記の要件を満た

しつつ、 治験依頼者または自ら治験を実施する者の指定する者によるモニタリングおよび

監査ならびに治験審査委員会および規制当局による調査を受け入れ、モニター、監査担当

者、治験審査委員会または規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接

閲覧に供することが可能な状態を維持しなければならない。なお治験関連記録の写しの治

験依頼者への提供は、院長の許可を必要とする。 

 

２．院長の責務 

  

院長は治験審査委員会事務局を兼ねる治験事務局を設置する。 

 

２－１ 院長の最終責任事項 
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（１）治験手続きの設定 

（２）治験責任医師と治験分担医師および治験協力者の了承と通知 

（３）治験審査委員会の設置 

（４）治験審査委員会が承認した治験の実施の許可 

（５）治験審査委員会の不承認であった治験の不許可 

（６）実施中の治験の継続、変更、中止、中断、終了に関わる指示と決定 

（７）治験に関する一切の書類の保存 

（８）治験使用薬、治験使用機器および治験使用製品（以下「治験使用薬等」とい

う。）の保管 

（９）モニタリング、監査、調査の対応 

（10）治験使用薬等の新しい重大な情報の入手と報告 

（11）治験の実施に関する標準業務手順書の制定 

（12）その他治験実施に必要な事項の監督 

 

３．治験責任医師 

  

 治験責任医師とは、治験の実施と治験に関連する医療上の行為と判断に全ての責任を負

う医師または歯科医師である。 

 

３－１ 治験責任医師の適格条件 

 当院における治験責任医師の適格条件としては、期間内に治験を適正に実施する

に十分な数の被験者の設定、適格なスタッフの確保および適切な設備の利用ができ

るもので下記の要件を充たす者とする。 

（１）臨床経験が 10年以上 

（２）常勤医であること 

（３）治験と関係のある専門学会の認定医あるいは評議員であること 

（４）前記の（１）、（３）の条件を満たさないが、治験審査委員会が同等である

と判断した医師または歯科医師 

 

３－２ 治験責任医師の決定 

 治験責任医師は、治験依頼者による治験の場合は治験依頼者の責任において選定

され、治験審査委員会の審査によって承認され、院長によって決定される。 

 

３－３ 治験依頼申請時の治験責任医師の責務 

（１）治験依頼者による治験においては、治験依頼者と協議した上で決定した治験実      

施計画書（症例報告書を含む）に対して合意すること 
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（２）医師主導の治験においては、治験責任医師標準業務手順書１６－３ならびに 

１６－４の手順に従い治験実施計画書、症例報告書の見本および治験薬概要書

を自ら作成すること 

（３）説明同意文書を作成すること 

（４）治験チームを編成すること 

（５）治験事務局を通じ院長への治験の依頼申請をすること 

 

３－４ 治験チームの編成 

治験チームは、治験責任医師、治験分担医師、治験協力者から構成される。なお、

治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験分担医師および治験協力者に

分担させる場合には、分担させる業務と分担させる者のリストを作成し、治験事務

局を通じ院長に提出する。 

３-４-１ 治験分担医師 

当院において治験を実施するチームに参加する個々の医師または歯科医師で、治

験責任医師によって指導・監督され、治験に関わる重要な業務及び決定を行う者で

ある。 

治験分担医師は、治験の進捗状況を治験責任医師に全て報告しなければならない。

なお、当院における治験分担医師は、以下の条件を満たす者とする。 

（１）常勤医またはそれに準ずる医師または歯科医師 

（２）前記の(１)を満たさないが治験審査委員会が同等と判断した医師または歯科

医師 

３-４-２ 治験協力者 

当院において治験を実施するチームのメンバーで、治験責任医師によって指導・

監督され、専門的立場から治験責任医師および治験分担医師の業務に協力する者で

ある。 

治験協力者は、治験の進捗状況を治験責任医師にすべて報告しなければならない。

なお、治験協力者は以下のいずれかの条件を満たす者とする。 

（１）治験責任医師および治験分担医師以外の医師 

（２）治験コーディネーター 

（３）看護師、薬剤師、検査技師など専門的資格を有する者 

（４）治験に関して補助的役割を果たす者（実験補助者、文書保管者） 

 

３－５ 多施設共同研究 

 治験依頼者が、治験実施計画書に基づいて、複数の医療機関に対して治験の依頼

を行う場合には、当院の医師は治験調整医師として治験依頼者が開催する治験調整

委員会に参加することができる。 
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４．治験事務局 

 

院長は、治験の実施に関する業務および支援を行う者を指名し、臨床試験科に治験事務

局を設置する。治験事務局は治験審査委員会事務局を兼ねる。 

 

４－１ 治験事務局の責務 

 治験事務局は、医薬品医療機器等法、ＧＣＰ省令および「駒込病院治験実施標準

業務手順書総則」を遵守して治験関連業務が実施されるよう、院長の指示により、

次の業務を行う。 

（１） 治験依頼申請の受付（治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者との

打ち合わせ、治験の実施に必要な手続き） 

（２） 治験審査委員会の審査の対象となる定められた文書およびその他の報告が、

治験依頼者または治験責任医師から院長に提出された場合、治験審査委員会

への提出（当該文書が追加、更新または改訂された場合にも同様） 

（３） 治験審査委員会の意見に基づく院長の指示、決定に関する通知文書の作成な

らびに治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者、医

師主導の治験にあっては自ら治験を実施する者への通知 

（４） 治験の契約に係わる手続き等の業務として総務課、医事課、薬剤科など院内

各部署との調整 

（５） 治験の審査、進行、変更、中断、終了等に関して必要な援助と手続きならび

に院長への報告と助言 

（６） 記録の保存 

（７） 被験者への援助やサービスを含む相談窓口を設置し、適切な業務を行うこと 

（８） 治験審査委員会の委員の指名に関する助言と連絡業務 

（９） 治験審査委員会議事要旨の作成 

（10） モニタリング・監査・調査への協力と報告 

（11） 事前検討に関する調整 

 (12)  その他治験に関する業務の円滑化を図るために必要な業務および支援 

 

４－２ 治験事務局の構成 

 治験事務局の構成は以下のとおりとする。 

（１） 治験事務局長（臨床試験科責任医師） 

（２） 治験事務局次長 

（３） 治験薬管理者 

（４） 治験事務局室長（臨床試験科薬剤師または看護師） 
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（５） 治験事務局副室長（臨床試験科薬剤師または看護師） 

（６） 治験事務局専任局員（治験コーディネーター） 

（７） 治験事務局員医師 

（８） 治験薬管理実務担当薬剤師 

（９） 治験事務局担当事務官 

（10）その他の事務局員 

    

４－３ 治験の受付 

４-３-１ 治験の依頼 

 治験責任医師および治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者は、治験の

依頼にあたっては、治験事務局を通じ院長に以下の最新の文書を提出しなければな

らない。 

（１） 治験実施計画書 

（２） 症例報告書（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 

      に読み取れる場合を除く） 

（３） 治験薬等概要書 

（４） 説明同意文書 

（５） 治験責任医師がその要件を満たすことを証明した履歴書および治験分担医

師の履歴書 

（６） 被験者の健康被害に対する補償に関する資料 

（７） 予定される治験費用に関する資料（被験者への支払いがある場合には、それ

に関する資料を含む） 

（８） その他の必要な資料 

４-３-２ 治験申請受付 

 治験責任医師および治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者は、治験申

請を治験事務局に行い、必要書類の事前検討を受けなければならない。治験事務局

は、４－３－１の必要書類について必要十分であることを確認した後、申請を登録

する。申請書類は、治験事務局において責任を持って保管し、モニタリング、監査、

調査の際には、求めに応じて提示する。 

 

４-４ 事前検討 

  治験責任医師および治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者から治験の

申請があった場合、治験審査を円滑に行うため、院長の指示により、治験事務局が

事前検討の調整を行う。事前検討は、治験事務局長、治験事務局室長、治験事務局

長の推薦により院長の任命する若干名の当該治験に関わりのない事前検討委員によ

り、以下の事項に関し、個々に問題点を指摘する。なお、人道的見地から実施され
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る治験（平成 28 年 1月 22日付薬生審査発 0122第 7号、平成 28年 7月 21 日付薬生

機審発 0721第 1 号）については、事前検討を省略可能とする。 

（１） 治験責任医師、分担医師の適格性 

（２） 治験体制の適格性 

（３） 申請書類の最新性と充分性 

（４） 治験デザインの科学性 

（５） 被験者の権利保護の倫理性 

（６） その他治験の実施に関する問題点 

 事前検討結果は、治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼

者に、医師主導の治験にあっては自ら治験を実施しようとする者に報告する。院長

は、治験事務局を介し文書にて事前検討結果に対する回答書を治験審査委員会資料

として治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者に、医師主

導の治験にあっては自ら治験を実施しようとする者に求める。 

 

４－５ 治験審査委員会への審議依頼 

 院長は、治験事務局を介し治験審査委員会へ審議依頼を文書をもって行わなけれ

ばならない。 

 

５．被験者の保護 

 

 治験の審査にあたっては、全ての被験者の人権、安全および福祉が保護されるよう留意

しなければならない。社会的に弱い立場にある者を被験者とする可能性のある治験には特

に注意を払わなければならない。 

 

５－１ インフォームド・コンセント 

５-１-１ 治験責任医師または治験分担医師は、被験者が治験に参加する前に、十分な説

明を行った上で、被験者から治験への参加について自由意思による同意を文書によ

り取得しなければならない。 

５-１-２ 治験責任医師は、説明同意文書を作成し、予め治験審査委員会の承認を得なけ

ればならない。 

５-１-３ 治験に関して重要な情報が得られた場合には、治験責任医師または治験分担医

師は、情報を速やかに被験者に伝え、治験に継続して参加するか否かについて被験

者の意思を確認しなければならない。またその情報が被験者に伝えられたことを文

書に記録しなければならない。 

５-１-４ 被験者の同意取得が困難で代諾者が必要な場合、非治療的治験、緊急状況下に

おける救命的治験、被験者が説明同意文書を読めない場合等には、治験責任医師ま
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たは治験分担医師は、ＧＣＰ省令に従わなければならない。 

 

５－２ 被験者の選定 

５-２-１ 治験実施計画書の被験者の選択・除外基準の設定および治験を実施する際の

個々の被験者の選定にあたっては、人権保護の観点、および治験の目的に応じ、健

康状態、症状、年齢、性別、同意能力、治験責任医師等との依存関係、他の治験へ

の参加の有無等を考慮し、治験に参加を求めることの適否について慎重に検討され

なければならない。 

５-２-２ 同意の能力を欠く者については、当該治験の目的上、被験者とすることがやむ

を得ない場合を除き、被験者としない。 

５-２-３ 社会的に弱い立場にある者を被験者とする場合には、特に慎重な配慮を払わな

ければならない。 

 

５－３ 説明同意文書 

 説明同意文書には、少なくとも以下の事項がわかりやすく平易な文章で示されて

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、被験者の選択基準および無作為割付が行わ

れる場合は各処置に割り付けられる確率を含む） 

（４） 被験者の治験への参加予定期間 

（５） 治験に参加する予定の被験者数 

（６） 予期される臨床上の利益および危険性または不便（被験者にとって予期され

る利益がない場合には、被験者にその旨を知らせなければならない。） 

（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および

その治療方法に関して予測される重要な利益および危険性 

（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ることのできる補

償および治療 

（９） 治験への参加は被験者の自由意思によるものであり、被験者またはその代諾

者は、被験者の治験への参加を随時拒否または撤回することができること。

また拒否・撤回によって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はないこと。 

（10） 治験への参加の継続について被験者また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またはその代諾者に

伝えられること 

（11） 治験への参加を中止させる場合の条件または理由 
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（12） モニター、監査担当者、治験審査委員会および規制当局が原医療記録を閲覧

できること。その際、被験者の秘密は保全されること。また、同意文書に被

験者またはその代諾者が署名することによって閲覧を認めたことになるこ

と。 

（13） 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 

（14） 被験者が費用負担をする必要がある場合にはその内容 

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

（16） 治験責任医師または治験分担医師の氏名および連絡先 

（17） 被験者が治験および被験者の権利に関してさらに情報が欲しい場合または治

験に関連する健康被害が生じた場合に照会すべきまたは連絡をとるべき医

療機関の相談窓口 

（18） 被験者が守るべき事項 

 

５－４ 被験者からの同意の取得 

５-４-１ 同意文書には、説明を行った治験責任医師または治験分担医師、ならびに被験

者が署名し、各自日時を記入する。なお、治験協力者が補足的な説明を行った場合

には、当該治験協力者も署名し、日時を記入する。 

５-４-２ 治験責任医師または治験分担医師は、被験者が治験に参加する前に、署名およ

び日時が記入された説明同意文書を２通作成し、被験者及び治験事務局の双方が

１通保管する。また、同意書はｽｷｬﾅｰで電子ﾌｧｲﾙ化してｶﾙﾃに添付する。 

５-４-３ 代諾者から同意を得る場合には、ＧＣＰ省令を遵守しなければならない。代諾

者とした理由、被験者との関係を示す記録を残さなければならない。説明同意文書

に代諾者が署名し、日時を記入しなければならない。 

５-４-４ 緊急状況下における救命的治験、非治療的治験、被験者が説明同意文書等を読

めない場合には、ＧＣＰ省令を遵守しなければならない。 

 

６．治験審査委員会 

 

６－１ 治験審査委員会および治験審査委員会事務局の設置 

６-１-１ 院長は、治験の審査を目的とした治験審査委員会を設置する。 

６-１-２ 治験審査委員会は、その事務手続きや審査過程の記録と保存、連絡等について

治験審査委員会事務局を設けて執り行う。この治験審査委員会事務局は治験事務局

が兼ねる。 

 

６－２ 治験審査委員会の構成 

（１）院長は、東京都立病院治験実施細則第 3により構成委員を任命する。院長は、
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内部委員の内１名を治験審査委員会の委員長として任命する。 

（２）院長は、治験審査委員会委員に就任することはできない。 

（３）院長は、当院および院長と利害関係を有さない外部委員 2 名を指名し、その

就任を委嘱する。外部委員の内１名は自然科学を専門としない職業の者とする。 

（４）治験審査委員会委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 

６－３ 治験審査委員会の開催 

 駒込病院治験審査委員会標準業務手順書を遵守し、治験審査委員会を開催し、治

験の実施および治験継続の可否などを審査する。 

 

６－４ 審査 

６-４-１ 資料の入手 

 治験審査委員会は、その責務の遂行のために、治験審査委員会標準業務手順書に

定める審査資料を治験事務局を介し院長から入手する。 

６-４-２ 治験審査委員会の審査 

 治験審査委員会においては治験審査委員会標準業務手順書を遵守し、治験の倫理

性、科学性および信頼性を確保する目的で以下の事項を審査する。 

（１） 治験を行うことの可否 

（２） 治験を継続して行うことの可否 

（３） その他治験の実施に関する諸問題 

 治験審査委員会議事については、治験事務局により会議録と議事要旨を責任を持

って記録、保存されなければならない。 

６-４-３ 専門委員の選定 

 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になっ

た場合と治験審査委員会委員長および過半数の委員が承認した際には、委員長は専

門委員を臨時に選定することができる。 

６-４-４ レビュ－ワ－の設定 

 治験審査委員会委員長は、治験進行に関するレビュ－ワ－を設定できる。レビュ

－ワ－は治験審査委員会委員長の推薦により院長が就任を要請する。レビュ－ワ－

の責務は進行中の治験に関してその進行度や有害事象の発生等について治験審査委

員会委員長からの諮問に応じて助言を与えるものとする。治験審査委員会委員長は

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。 

６-４-５ 治験審査委員会の決定 

 治験審査委員会の審査の決定は原則として全員の合意をもってなされ、その内容

は下記の５種類の中より行われる。なお、採決の時期は委員長の判断もしくは審査

参加委員の３分の２の要請により決定される。委員長は、採否に参加できる。 
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（１） 承認 

（２） 修正のうえで承認 

（３） 却下 

（４） 既承認事項を取り消す（治験の中止または中断を含む） 

（５） 保留 

６-４-６ 審査結果の通知 

 治験審査委員会委員長は、治験審査委員会標準業務手順書を遵守し、治験実施の

可否を治験事務局を通じ院長に文書をもって通知する。 

 

６－５ 院長の許可 

 院長は、治験依頼者による治験においては治験審査委員会の結果に基づき、治験

開始許可を文書により治験依頼者と治験責任医師に通知し、契約を締結し、治験の

実施を許可する。また、医師主導の治験においては治験審査委員会の結果に基づき、

治験開始許可を文書により自ら治験を実施しようとする者に通知し、治験の実施を

許可する。但し、治験審査委員会が治験の実施を却下する決定を下し、その旨を通

知してきた場合には、治験の実施を許可してはならない。なお、治験責任医師およ

び治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者は、院長の治験実施に関する決

定より６０日以内に異議申し立てをすることができる。 

  

 

７．契約 

 

 治験の実施に関する院長の承認後、治験依頼者による治験においては治験依頼者と契

約を締結する。 

なお、医師主導の治験においては、必要がある場合に契約を締結する。 

 

７－１ 治験費用の積算 

 治験に要する費用の積算は、当院で定める積算方法に従い、当院治験事務局と治

験依頼者と合意の上行う。 

 

７－２ 契約 

    治験の契約は、院長が治験審査委員会の意見に基づいて治験の実施を決定した後 

   に、治験依頼者と当院の間で文書により行う。なお、契約は、駒込病院事務局総務    

   課が行う。 

 

７－３ 契約書 



東京都立駒込病院                               （手順書総則） 

第二十一版（20221214） 

11  

                            

 契約書には、以下の事項を定めていなければならない。 

（１） 医薬品医療機器等法第１４条第３項および第８０条の２に規定する基準な

らびに本基準および治験責任医師と治験依頼者が合意し、治験審査委員会の

意見に基づき院長が了承した治験実施計画書を遵守して、治験を実施するこ

と 

（２） データの記録および報告の手続きに関する事項 

（３） 治験依頼者が行うモニタリングおよび監査ならびに治験審査委員会および

規制当局による調査を受け入れること 

（４） 治験依頼者のモニターおよび監査担当者ならびに治験審査委員会および規

制当局の求めに応じて、原資料等の治験関連記録を直接閲覧に供すること 

（５） 医療機関において保存すべき必須文書を、治験依頼者によって保存の必要が

なくなった旨の通知がなされるまで保存すること 

（６） 契約年月日 

（７） 契約者の氏名および職名 

（８） 医療機関の名称、所在地 

（９） 治験依頼者の名称、所在地 

（10） 治験課題名 

（11） 治験内容 

（12） 目標とする被験者数 

（13） 治験責任医師の氏名 

（14） 治験期間 

（15） 治験使用薬等の保管、管理に関する事項 

（16） 治験に関連して健康被害が発生した場合の補償に関する事項 

（17） 開発業務受託機関に業務を委託する場合には、開発業務受託機関の名称およ

び所在地ならびに委託する業務の内容 

（18） 秘密の保全に関する事項 

（19） 治験の費用に関する事項 

（20） その他必要な事項 

 

８．治験の実施 

  

 治験の実施にあたり治験依頼者または治験責任医師は治験事務局と密接な関係を持ちな

がら、当該治験が被験者の権利を損なうことなく、安全に実施されるように責任を持たな

ければならない。 

 

８－１ 治験の実施における治験責任医師の責務 
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（１） 被験者を選定し十分な説明を行った後、同意を取得する。この際には５－３

に定める事項を遵守しなければならない。 

（２） 被験者が他科および他院加療中の場合にはその主治医への連絡と被験者の

治験参加の説明をしなければならない。 

（３） 被験者の登録および治験開始は、治験責任医師の責任において治験事務局へ

連絡する。  

（４） 治験実施計画書の改訂、修正、追加、更新、取り消し（治験の中止または中

断を含む）などはその理由および詳細を速やかに文書をもって治験事務局に

連絡する。 

（５） 盲検法による治験の際の早期開封を行った場合は、その理由とともに文書に

記録し、治験依頼者による治験にあっては治験事務局と治験依頼者に、医師

主導の治験にあっては治験事務局に報告する。 

（６） 治験実施計画書からの逸脱や変更が、被験者の緊急の危険を回避するために

やむを得ず行われた場合は、治験責任医師はその理由および行為の内容など

を文書により治験依頼者による治験にあっては治験事務局および治験依頼

者に、医師主導の治験にあっては治験事務局に報告しなければならない。 

（７） 被験者へ治験使用薬等の説明をする。 

（８） 治験を中止または中断する際には、治験責任医師は被験者にその理由を説明

し、適切な事後処理を行うとともに、速やかに文書により治験事務局に連絡

するとともにその理由を詳細に説明しなければならない。 

（９）被験者が治験の参加を途中で取りやめる際には被験者はその理由を明らかに

する義務はないが、治験責任医師は被験者の権利を十分尊重した上でその理

由を確認するための適切な努力を払わなければならない。 

（10） 有害事象報告を行う際、治験継続に関する判断を治験審査委員会に提出する。 

（11） 治験実施計画書ならびに当院の定める治験実施標準業務手順書を遵守して、

治験を行うよう治験分担医師および治験協力者に指導、監督を行う。 

（12） その他治験の進行に際して必要と思われる事項は、治験責任医師が全ての責

務を負う。 

 

 

８－２ 治験の実施における治験事務局の責務 

 治験事務局は、治験依頼者または治験責任医師から文書による報告を受けた場合

は、関係部署に連絡を行い、その過程および結果等、全記録を保存しなければなら

ない。治験の変更、中止、中断、逸脱行為などについては、その内容を速やかに院

長および治験審査委員会に文書により報告し、その審議結果を速やかに治験依頼者

による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者に、医師主導の治験にあって
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は治験責任医師に通知する。 

 

８－３ 有害事象 

    治験実施期間中または終了後に被験者に生じた有害事象について、治験責任医師

および治験分担医師は、被験者に対して、有害事象に対する医療の必要性を説明し

十分な治療を行わなければならない。治験責任医師および治験分担医師は、有害事

象について診療録に記載し記録を保存する。 

８-３-１ 重篤な有害事象発生時の治験責任医師の責務 

  治験実施期間中または終了後に被験者に生じた、治験に係る死亡その他の重篤な

有害事象については、治験責任医師は直ちに文書をもって有害事象の内容と経過を、

治験依頼者による治験にあっては治験依頼者と治験事務局を介して院長に、医師主

導の治験にあっては治験事務局を介して院長、他の実施医療機関の責任医師（多施

設共同治験の場合）および治験薬提供者に報告しなければならない。また、治験責

任医師は、治験依頼者や治験審査委員会、他の医療機関の治験責任医師（多施設共

同治験の場合）および治験薬提供者から追加の情報（剖検報告、末期の医療記録な

ど必要とされる情報）を要求された場合には速やかに提出する。 

８-３-２ 重篤な有害事象発生時の治験事務局の責務 

   治験事務局は、院長への連絡と、治験審査委員会への報告を行う。 

 

８－４ 治験の実施における治験審査委員会および院長の勧告 

 院長と治験審査委員会は、治験事務局より提出された有害事象の発生や、レビユ

－ワ－などからの治験の進行状況の報告に基づき、当該治験に対する再審査が必要

と認められた場合には、速やかに審査を行い、その結果を文書により、治験依頼者

による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者に、医師主導の治験にあって

は治験責任医師に通知する。 

 

８－５ 治験終了 

 治験責任医師は、治験が終了した際には治験事務局を経て院長に治験の終了した

旨を通知し、その結果について文書により概要を報告する。 

 

８－６ 症例報告書  

 症例報告書中のデータのうち原資料に基づくものは原資料と矛盾しないものでな

ければならない。原資料と何らかの矛盾がある場合には、その理由を説明する記録

を作成する。 

８-６-１ 症例報告書の作成 

 治験責任医師は、症例報告書を治験実施計画書に従って作成し、氏名を記載する。
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また、治験分担医師または治験協力者が症例報告書を作成した場合にはその症例報

告書を点検、確認し、治験分担医師の氏名記載に加えて自らの氏名を記載する。 

８-６-２ 症例報告書の提出 

 治験責任医師は、治験依頼者による治験においては治験依頼者に症例報告書、治

験事務局に症例報告書の写し１部を提出し、医師主導の治験においては治験事務局

に症例報告書の写し１部を提出するとともに自らが症例報告書を適切に保存する。 

 

９．治験の中止等 

 

９－１ 治験責任医師は、治験を中断または中止した場合には、速やかに院長を通じ治験

審査委員会にその旨を報告し、さらに治験依頼者による治験においては治験依頼者

にもその旨を報告する。 

 

９－２ 治験依頼者は、治験を中断または中止した場合には、速やかに院長を通じ治験審

査委員会にその旨を報告する。 

 

９－３ 治験審査委員会の継続審査等により、治験を中断または中止の審査結果の報告を

受けた場合には、治験依頼者による治験にあっては治験責任医師ならびに治験依頼

者に、医師主導の治験にあっては治験責任医師にその旨を通知する。治験審査委員

会が治験の実施を却下し、その旨を通知してきた場合には、院長は、治験の実施を

許可してはならない。 

 

１０．治験薬管理 

 

  院長は、薬剤科長に準ずる職の薬剤師を治験薬管理者に任命し、原則として当院で実施

される全ての治験の治験使用薬を適正に管理させるものとする。ただし、麻薬の治験の場

合は薬剤科長を治験薬管理者とする。また、院長は、副院長を治験機器および治験製品の

管理者に任命し、原則として当院で実施される全ての治験の治験使用機器および治験使用

製品を適正に管理させるものとする。 

治験薬等管理者は、必要に応じてそれぞれの管理実務担当者を指名し、適正に管理させ

ることができる。 

 

10－１ 治験薬等管理者の業務 

  治験薬等管理者は、 ＧＣＰ省令を遵守し、また、治験依頼者または自ら治験を実

施する者が作成した治験使用薬の管理に関する手順書に従って治験使用薬を保管、

管理する。 
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（１） 治験依頼者または治験薬等提供者から交付された治験使用薬の受領 

（２） 治験使用薬の在庫管理 

（３）被験者ごとの使用状況の把握 

（４）治験使用薬管理表および治験使用薬出納簿の記載 

（５）治験使用薬の返却 

（６）治験使用薬の保管、管理に関する記録の作成および保存 

 

10－２ 治験薬等管理報告 

  治験薬等の管理者は、各治験に関する治験使用薬の出納について、不整合を認め

た場合には、院長に報告しなければならない。 

 

１1．モニタリング・監査・調査への対応 

 

 院長は、治験依頼者または自ら治験を実施する者の指定する者によるモニタリングおよ

び監査ならびに規制当局あるいは治験審査委員会による調査に協力しなければならない。 

 

11－１ モニタリング・監査・調査への治験事務局の対応 

 治験事務局は、当該治験に関するモニタリング・監査・調査の際には、保存され

ている原資料の閲覧や提出を拒んではならない。また、治験事務局は、モニタリン

グ・監査・調査に関して治験責任医師と連絡の上、便宜を図る。 

 

11－２ モニタリング・監査・調査への治験責任医師の対応 

 治験責任医師はモニタリング・監査・調査の実施には、原則として立ち会う義務

があり、必要であれば治験分担医師および治験事務局に協力を依頼することができ

る。また、治験依頼者または自ら治験を実施する者の指定する者から要請があれば

治験事務局内原資料以外の原資料の閲覧に応じる。 

 

11－３ モニタリング・監査・調査結果の報告 

 治験事務局は、当該治験に関するモニタリング・監査・調査の実施結果を、院長

及び治験審査委員会に報告する。なお、医師主導治験におけるモニタリング・監査

の実施結果について、院長は治験審査委員会の意見を聞かなければならない。 

 

 

１２．記録の保存 

 

 当院において実施される治験に伴い発生する記録類は、適切に保存し、モニタリングお
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よび監査ならびに規制当局の求めに応じ、提示できるようにする。 

 

12－１ 記録保存責任者 

 院長は、記録毎に記録保存責任者を置かなくてはならない。 

各記録保存責任者は次のとおりとする。 

（１）診療録、看護記録：医事課長 

（２）内視鏡ﾌｨﾙﾑ：内視鏡科部長 

（３）組織細胞診：病理科部長 

（４）Ｘ線等画像ﾌｨﾙﾑ：放射線診療科部長 

（５）脳波記録紙：臨床検査科部長 

（６）処方箋及び注射伝票：薬剤科長 

（７）治験使用薬管理表、治験使用薬出納簿等：治験薬管理者 

（８）駒込病院治験審査委員会設置要綱、任命書、委嘱状、委員名簿等：総務課長 

（９）説明同意文書、治験関連資料、治験審査委員会資料等：治験事務局長 

 

12－２ 記録の保存 

 院長は、治験事務局に命じて、当院において保存すべき必須文書を原則として治

験終了後 10年間、または、次の（1）または（2）の日のうちいずれか後の日までの

間保存しなければならない。ただし、治験依頼者または自ら治験を実施する者がこ

れよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間および保存方法について治

験依頼者または自ら治験を実施する者と協議する。記録の保存に際しては、それぞ

れの記録毎に記録保存責任者を定めて保存する。 

（１） 被験薬および被験機器（以下、「被験薬等」という。）にかかる製造販売承

認日（開発が中止された場合には開発中止が決定された日から３年が経過し

た日）ただし､製造販売後臨床試験の場合は被験薬等の再審査又は再評価が

終了するまでの間 

（２） 治験の中止若しくは中断または終了後３年が経過した日 

治験事務局は、これらの記録がこの保存義務期間中に紛失または廃棄されるこ

とがないように、また、求めに応じて提示できるような措置を講じなければならな

い。 

 

１３．治験実施標準業務手順書総則の改訂 

 

 治験実施標準業務手順書総則の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承認により

発効する。 
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東京都立駒込病院治験事務局標準業務手順書 

本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、ＧＣＰ

省令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて、

治験事務局が行うべき業務手順を定めたものである。 

 

１． 治験事務局の設置等 

 

１－１ 院長は、治験の円滑な実施を目的として治験事務局を設置する。 

 

１－２ 院長は、治験事務局の業務を統括させることを目的として、治験事務局長を任命

する。 

 

１－３ 治験事務局は、治験審査委員会の円滑な運営を目的として、治験審査委員会事務

局を兼ねる。 

 

 

２．治験事務局の責務 

 

２－１ 治験事務局は、医薬品医療機器等法、ＧＣＰ省令および「駒込病院治験実施標準

業務手順書総則」を遵守して治験関連業務が実施されるよう、当院における治験事務

を行う。 

 

２－２ 治験事務局は、院長の指示により次の業務を行うことができる。 

（１） 治験依頼申請の受付（治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者との

打ち合わせ、治験の実施に必要な手続き） 

（２） 治験審査委員会の審査の対象となる定められた文書およびその他の報告が、

治験依頼者または治験責任医師から院長に提出された場合、治験審査委員会

へ提出すること（当該文書が追加、更新または改訂された場合にも同様） 

（３） 治験審査委員会の意見に基づく院長の指示、決定に関する通知文書の作成な

らびに治験責任医師および治験依頼者または自ら治験を実施する者への通知

をすること 

（４） 治験の契約に係わる手続き等の業務として総務課、医事課、薬剤科など院内

各部署との調整をすること 

（５） 治験の審査、進行、変更、中断、終了等に関して必要な援助と手続きならび

に院長への報告と助言を行うこと 
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（６） 記録を保存すること 

（７） 被験者への援助やサービスを含む相談窓口を設置し、適切な業務を行うこと 

（８） 治験審査委員会への助言と連絡業務 

（９） 治験審査委員会議事要旨を作成すること 

 (10)  モニタリング・監査・調査へ協力をすること及び治験審査委員会への報告を

行うこと 

（11） 事前検討に関する調整をすること 

 (12)  その他治験に関する業務の円滑化を図るために必要な業務および支援 

 

 

３． 治験事務局員の構成 

  

３－１ 治験事務局の構成は以下のとおりとする。 

（１）治験事務局長 

（２）治験事務局次長 

（３）治験薬管理者 

（４）治験事務局室長（臨床試験科薬剤師または看護師） 

（５）治験事務局副室長（臨床試験科薬剤師または看護師） 

（６）治験事務局専任局員（治験コーディネーター） 

（７）治験事務局員医師 

（８）治験薬管理実務担当薬剤師 

（９）治験事務局担当事務 

(ｱ) 医事課担当者 

(ｲ) 計画課計画担当者 

(ｳ) 総務課契約管財担当者 

（10）その他の事務局員 

(ｱ) 看護部担当者 

(ｲ) 臨床検査科担当者 

(ｳ) 放射線診療科担当者 

 

３－２ 治験事務局長（以下「事務局長」という） 

３-２-１  院長は、事務局長に臨床試験科責任医師を任命する。 

３-２-２ 事務局長は、以下の業務を行う。 

（１） 当院における治験に関する業務の総括と治験事務局員の指揮監督 

（２） 治験審査委員会の委員 

（３） 治験事務局員の推薦 
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（４） 事前検討委員 

（５） 事前検討委員の推薦 

（６） 治験実施に関する院長への助言 

（７） 治験事務局会議の招集 

 

３- ２-３ 事務局長が何らかの理由でその任務を遂行できない時は、あらかじめ指名した

者がその職務を代行する。 

 

３－３ 治験事務局次長（以下「事務局次長」という） 

３-３-１ 事務局次長は、事務局長の推薦を受け、院長により任命される。 

３-３-２ 事務局次長は、専門的立場から事務局業務について助言･指導を行い、事務局長

を補佐する。 

３-３-３ 治験事務局室長を事務局長に推薦する。 

 

３－４ 治験薬管理者 

３-４-１ 治験薬管理者は､院長により任命される｡ 

３-４-２ 治験薬管理標準業務手順書に定められた業務を行う｡ 

 

３－５ 治験事務局室長（以下｢事務局室長｣という） 

３-５-１ 事務局室長は、院長により任命される。 

３-５-２ 事務局室長は、専任事務局員として、以下の業務を行う。 

(１） 事務局長の命による経常的な治験事務局業務の管理および他部門との実務上の

調整等の事務 

(２） 治験事務局構成員の掌握と連絡および調整 

(３） （１）および（２）の業務の事務局長への報告 

(４） 事前検討委員 

 

３－６ 治験事務局副室長（以下「事務局副室長」という） 

３-６-１事務局副室長は、院長により任命される。 

３-６-２ 事務局副室長は、専任事務局員として、事務局室長を補佐し、事務局業務の円

滑な処理を行う。 

 

３－７ 治験事務局専任局員（以下「専任局員（治験コーディネーター）」という） 

 専任局員（治験コーディネーター）は、事務局室長の命により治験の実施に伴う業

務を行う。 
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３－８ 治験事務局員医師 

３-８-１ 事務局長の推薦により、院長が任命する。 

３-８-２ 専門的立場から治験事務局業務についての助言を行う。 

３-８-３ 事前検討委員を兼ねる。 

 

３－９  その他の治験事務局員 

各部署における治験実施に伴う業務を検討し、遂行する。 

 

 

４．治験の受付 

 

４－１  治験事務局は、治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者から治験の依頼

があった場合には、事前に打ち合わせの日時を決定し、治験依頼者または自ら治験を

実施しようとする者と以下の項目についての打ち合わせを行う。 

（１） 治験実施計画書の内容 

（２） 治験薬概要書の内容 

（３） 説明同意文書の内容 

（４） 症例報告書の内容 

（５） 治験費用の積算内容（治験依頼者による治験の場合） 

 

４－２  治験の依頼 

  治験事務局は、治験依頼者および治験責任医師または自ら治験を実施しようとする者か

ら、正式に治験の依頼・申請があった場合には、以下の文書を治験依頼者または自ら治験

を実施しようとする者に供し、必要事項の記載を説明する。なお、治験依頼者または自ら

治験を実施しようとする者からこれらの文書が提出された際には、これらの文書について

の確認を行う。 

（１） 「治験依頼書」（書式３：治験依頼者による治験の場合）または「治験実施申請

書」（(医)書式３：医師主導の治験の場合） 

（２） ＊「治験に係る経費算出表」（第１号様式） 

（３） ＊「臨床試験ポイント算出表」（第 56号駒様式） 

（４） ＊「治験薬等管理ポイント算出表」（第 57号駒様式） 

（５）(必要な場合）「治験薬等診療科管理申請書」（第５号様式） 

（６）「履歴書」（書式１または(医)書式１）：治験責任医師・治験分担医師用 

（７）「治験分担医師・治験協力者リスト」（書式２または(医)書式２） 

  （８） （治験依頼者による治験の場合）「治験薬等概要書の要旨」（第２号様式） 

  （９） 「治験概要」（第 55号駒様式） 
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（※ なお、＊については治験依頼者による治験において治験事務局と治験依頼者とが合

意の上、作成し、提出する。） 

 

４－３  事前検討に関する事務 

４-３-１ 治験事務局は、治験依頼者または自ら治験を実施しようとする者から治験の申

請があった場合、治験審査を円滑に行うための事前の検討資料を治験依頼者または自

ら治験を実施しようとする者から入手する。 

４-３-２  入手した資料を以下に示す事前検討委員に配布し、検討を依頼する。 

（１） 治験事務局長 

（２） 治験事務局室長 

（３） 治験事務局長の推薦により院長が任命した事前検討委員 

４-３-３  治験事務局は、｢治験事務局事前検討結果｣(第 51 号駒様式)および｢治験事務局

事前検討結果報告書｣（第 52 号駒様式）の写しを治験責任医師および治験依頼者

または自ら治験を実施しようとする者に供する。ただし、事前検討者の名前は表

示しない。 

４-３-４  治験事務局は、治験責任医師および治験依頼者の連名または自ら治験を実施し

ようとする者による回答書を、原則として治験審査委員会開催日の 14日前まで

に入手する。 

４-３-５  治験事務局は、治験審査委員会委員ではない事前検討した委員に審議結果を報

告し、希望があれば回答書を配布することができる。 

４-３-６ 人道的見地から実施される治験（平成 28年 1月 22日付薬生審査発 0122第 7号、

平成 28 年 7 月 21 日付薬生機審発 0721 第 1 号）については、事前検討の省略を可能

とする。 

 

４－４  資料請求 

４-４-１  治験事務局は、院長に代行し、治験依頼者または自ら治験を実施しようとする

者から以下の文書を入手して治験審査委員会の審査に供する。 

（１） 治験実施計画書 

（２） 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を除く） 

（３） 被験者の募集手順（広告等）に関する資料 

（４） 治験薬等概要書 

（５） 被験者の安全等に係わる報告 

（６） 被験者への支払い（支払いがある場合）および健康被害に対する補償に関す

る資料 

（７） 予定される治験費用に関する資料 
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（８） 治験の現況の概要に関する資料 

（９） その他治験審査委員会が必要と認める資料 

（10） 医事課用「治験概要」を除く４－２に列挙した文書の写し 

（11） ＊モニタリングに関する手順書 

（12） ＊監査に関する計画書および業務に関する手順書 

（13） ＊治験使用薬等の管理に関する事項を記載した文書 

（14） ＊ＧＣＰ省令の規定により自ら治験を実施する者およ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 

（15） ＊当院が自ら治験を実施する者の求めに応じて医薬品ＧＣＰ省令第４１

条第２項、医療機器ＧＣＰ省令第６１条第２項および再生医療等製品ＧＣ

Ｐ省令第６１条第２項各号に掲げる記録（文書を含む）を閲覧に供する旨を

記載した文書 

（16） ＊当院がＧＣＰ省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に

支障を及ぼしたと認める場合（医薬品ＧＣＰ省令第４６条、医療機器ＧＣＰ

省令第６６条および再生医療等製品ＧＣＰ省令第６６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 

（17） ＊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 

（※ なお、＊については医師主導の治験において必要に応じて入手する。） 

４-４-２  治験事務局は、治験責任医師から以下の資料を入手し、治験審査委員会の審査

に供する。 

（１）治験責任医師および治験分担医師の履歴書（書式１または(医)書式１）。必要

に応じて治験責任医師が該当治験の適格条件に規定する要件を満たすことを

証明したその他の資料。 

（２）治験責任医師が作成した当該治験を分担させる者のリスト（書式２または(医)

書式２） 

（３）その他の治験責任医師または治験分担医師あるいは治験関連スタッフに関する

必要な資料 

（４）治験責任医師が作成した当該治験に係る説明同意文書 

 

＜駒込病院統一フォーム作成＞ 

①説明同意文書は、駒込病院統一フォームと治験責任医師標準業務手順書に従い治験

責任医師が作成する。 

②説明同意文書は、一体化したものを作成する。 
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４-４-３ 治験事務局は、４－２に定める文書および４－３に定める事前検討に対する回

答書を治験審査委員会の審査に供する。 

 

 

５．治験審査委員会に関する業務 

 

５－１ 治験事務局は、治験審査委員会開催に係る文書の作成と送付等、治験審査委員会

の運営に関する業務を行う。（治験審査委員会の開催案内および治験審査委員会に係

る資料の配布は、開催日の１週間前までに行う） 

 

５－２  治験事務局は、治験審査委員会の会議録および議事要旨を作成する。 

５-２-１ 議事要旨は、治験審査委員会委員長、事務局長、事務局室長が確認し、次回治

験審査委員会までに全委員に配布する。 

５-２-２ 議事要旨は、出席した治験審査委員会委員の承認を得た後、院長に報告する。 

 

５－３  治験審査結果の報告 

５-３-１ 治験事務局は、申請された治験の審議が終了し、治験審査委員会の決定がなさ

れた時は、「治験審査結果通知書」（書式５または(医)書式５）を作成し、院長の決

定を受けなければならない。 

５-３-２ 治験事務局は、申請された治験について院長の決定を受け、書式５または(医)

書式５により速やかに治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依

頼者に、医師主導の治験にあっては治験責任医師に通知しなければならない。なお、

院長の決定が治験審査委員会の決定と異なる場合は「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）に書式５または(医)書式５の写しを添えて

治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者に、医師主導の治験

にあっては治験責任医師に通知する。（いずれの場合も写しを１部治験事務局にて保

存する） 

５-３-３ 治験事務局は、「修正のうえで承認」と決定された場合、以下の方法により、

修正事項の確認を行う。 

（１） 治験審査委員会より、審査結果を院長に報告（書式５または(医)書式５） 

（２） 院長より、治験依頼者または治験責任医師へ審査結果および修正点を通知（書

式５または(医)書式５、あるいは参考書式１または(医)参考書式１および書式

５または(医)書式５の写し） 

（３） 治験事務局は、治験依頼者または治験責任医師より、回答または修正後の文書

を入手 

（４）治験事務局は、依頼者または治験責任医師から「治験実施計画書等修正報告書」
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（書式６または（医）書式６）を受領し、治験審査委員会で指名された委員か

ら修正確認を得る。 

５-３-４ 契約担当者（総務課）は、治験依頼者による治験が「承認」と決定した場合、

または、「修正のうえで承認」と決定され修正が確認された場合、「治験の受託

に関する契約書」（第３号様式）で治験依頼者と契約を締結する。 

 

 

６．治験の開始 

 

６－１ 治験事務局は、契約が締結された場合、契約書原本を保存する。また、総務課

は、契約書の写しを保存する。 

 

６－２ 治験事務局は、契約の締結後、治験に関して担当部署（薬剤科、医事課、検査科、

庶務課、看護部）に連絡し、必要な書類を配布しなければならない。 

 

６－３ 治験事務局は、治験薬等管理者より、治験使用薬等納品など準備が整ったことの

連絡をうけ、治験責任医師に治験の開始について通知する。 

 

６－４ 治験事務局は、治験審査委員会で審議、承認された説明同意文書を１症例につき 2

部（被験者用と病院用）準備し、治験責任医師に配布する。 

 

 

７．治験の実施業務 

 

７－１ 治験事務局は、治験責任医師または治験分担医師が被験者から同意を得た場合に

は、説明同意文書の提出を受け保存する。この場合、署名、説明日および同意取

得日を確認する。また、同意文書はスキャナーで電子カルテに添付する。 

 

７－２ 治験事務局は、治験責任医師または治験分担医師が治験実施計画書を逸脱した治

験を行った場合は、その理由を記した「治験実施計画書からの逸脱（緊急の危険回避

を除く）に関する報告書」（第 60 号駒様式）または「緊急の危険を回避するための

治験実施計画書からの逸脱に関する報告書」（書式８または（医）書式８）を入手す

る。なお、治験依頼者による治験における「緊急の危険を回避するための治験実施計

画書からの逸脱に関する報告書」（書式８）の場合は速やかに治験審査委員会の審議

を求めるとともに、依頼者より「緊急の危険を回避するための治験実施計画書からの

逸脱に関する通知書」(書式９)を受け、その写しを治験責任医師に提出する。また、
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「治験実施計画書からの逸脱（緊急の危険回避を除く）に関する報告書」（第 60 号

駒様式）の場合は、治験審査委員会への報告を行う。 

 

７－３ 治験事務局は、治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者

から、医師主導の治験にあっては治験責任医師から「治験に関する変更申請書」（書

式 10 または（医）書式 10）により治験の変更または治験実施計画書の変更について

の報告を院長を通じ受けた時は、速やかに治験審査委員会の審議に付す。 

 

７－４ 治験責任医師が「重篤な有害事象に関する報告書」（書式 12または（医）書式 12、

書式 13、および詳細記載用書式）あるいは「重篤な有害事象及び不具合に関する報告

書」（書式 14または（医）書式 14、書式 15、書式 19または（医）書式 19、書式 20、

および詳細記載用書式）により治験依頼者による治験にあっては院長および治験依頼

者に、医師主導の治験にあっては院長、他の実施医療機関の責任医師（多施設共同治

験の場合）および治験薬提供者に報告した場合には、治験事務局は、速やかに治験審

査委員会に提出し、審議に付す。 

 

７－５ 治験依頼者または自ら治験を実施する者から「安全性情報等に関する報告書」（書

式 16 または(医)書式 16）により実施中の治験に係る有害事象の報告を受けた場合に

は、治験事務局は、速やかに治験審査委員会に提出し、審議に付す。 

 

７－６ 治験事務局は、治験責任医師または治験分担医師が盲検法による治験において予

め定められた時期よりも早い段階での開封（事故による開封、重篤な有害事象のため

の開封など）を行った場合は、治験責任医師よりその理由等を記した文書の写しを入

手して保存し、さらに治験依頼者による治験にあっては速やかに治験依頼者に報告さ

れたことを確認しなければならない。 

 

 

８．緊急時の治験の変更に関する業務 

   

 治験審査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治験

審査委員会委員長、治験事務局長および委員長が指名する２名の治験審査委員会委員によ

って協議、決定を下すことができる。ただし、この場合には、行われた決定が次回の治験

審査委員会に付議され、承認されなければならない。治験審査委員会がこの決定と異なる

決定をした場合には、院長および治験責任医師は委員会の決定に従わなければならない。 
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９．軽微な治験の変更に関する業務 

 

９－１ 治験審査委員会により既に承認された進行中の治験に関わる軽微な変更とは、治   

験審査委員会標準業務手順書 5-3-7で定める。 

 

９－２ 治験に関わる軽微な変更の場合は、治験審査委員会に報告し、「治験審査結果通

知書」（書式５または(医)書式５）で治験依頼者による治験にあっては治験責任医師

および治験依頼者に、医師主導の治験にあっては治験責任医師に通知する。 

 

 

１０．継続審査 

 

10－１ １年に１回以上または治験審査委員会が定めた頻度で、治験事務局は、治験責任   

医師から院長を経て「治験依頼書」（書式３：依頼者治験の場合）または「治験実

施申請書」（(医)書式３：医師主導治験の場合）とともに、「治験実施状況報告書」

（書式 11または（医）書式 11）を入手する。 

 

10－２  「治験審査依頼書」（書式４または（医）書式４）により、治験審査委員会の審

議に付す。 

 

10－３ 治験事務局は、実施中の治験の継続審査が終了し、治験審査委員会の決定がなさ

れた時は、「治験審査結果通知書」（書式５または(医)書式５）を作成し、院長の決

定を受けなければならない。 

 

10－４ 治験事務局は、申請された治験について院長の決定に基づき、書式５または(医)

書式５により速やかに治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依

頼者に、医師主導の治験にあっては治験責任医師に通知しなければならない。なお、

院長の決定が治験審査委員会の決定と異なる場合は「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）に書式５または(医)書式５の写しを添えて

治験依頼者による治験にあっては治験責任医師および治験依頼者に、医師主導の治験

にあっては治験責任医師に通知する。（いずれの場合も写しを１部治験事務局にて保

存する） 

 

10－５ 治験事務局は、「修正のうえで承認」と決定された場合、５－３－３に定める手

順により、修正事項の確認を行う。 
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１１．有害事象 

 

１１－１ 院内での有害事象の発生 

１１-１-１ 治験責任医師から、実施中の治験の重篤な有害事象発生の報告を受けた場合、

治験依頼者による治験にあっては治験依頼者および院長に、医師主導の治験にあって

は院長、他の実施医療機関の責任医師（多施設共同治験の場合）および治験薬提供者

に報告し、治験審査委員会での審議に付す。 

１１-１-２ 治験責任医師からの重篤な有害事象報告の文書は、治験事務局において保管

する。 

 

１１－２ 治験事務局は、他施設での重篤な有害事象報告を受けた場合には、治験継続に

関する責任医師の判断を添えて、治験審査委員会に報告し、審議に付す。 

 

 

１２．治験の中止等 

 

１２－１ 治験責任医師が、治験を中断または中止し、その旨を「治験終了（中止・中断）

報告書」（書式 17 または（医）書式 17）にて院長を通じ、治験事務局に報告してき

た場合には、治験依頼者による治験にあっては治験審査委員会および治験依頼者に、

医師主導の治験にあっては治験審査委員会に対し、書式 17または（医）書式 17によ

り通知する。また、書式 17または（医）書式 17の写しを治験薬管理者および医事課

に送付し、関連部署に連絡する。 

 

１２－２ 治験依頼者が、治験の中断または中止を「開発の中止等に関する報告書」（書

式 18）にて院長を通じ報告してきた場合には、治験審査委員会および治験責任医師に

対し、書式 18 により報告する。また、自ら治験を実施する者が、当該治験により収

集された臨床試験成績に関する資料が承認申請書に添付されないことを知り、その旨

を「開発の中止等に関する報告書」（（医）書式 18）にて病院長を通じ報告してきた

場合は、治験審査委員会に対し、（医）書式 18により報告する。 

 

１２－３ 治験審査委員会が、治験継続を却下した場合、５-３-１および５-３-２に定め

る審査結果の報告と同様な手順により院長に報告する。また、その旨を治験依頼者に

よる治験にあっては治験責任医師ならびに治験依頼者に、医師主導の治験にあっては

治験責任医師に通知する。 
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１３．治験の終了 

 

治験責任医師が治験を終了した場合、治験事務局は、「治験終了（中止・中断）報告書」

（書式 17または（医）書式 17）を院長を通じて入手し、書式 17または（医）書式 17を治

験依頼者による治験にあっては治験審査委員会および治験依頼者に、医師主導の治験にあ

っては治験審査委員会に配布する。 

 

 

１４．モニタリング（直接閲覧）・監査・調査への対応 

 

14－１ モニタリング・監査への対応 

14-１-１ 治験事務局は、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か

ら「直接閲覧実施連絡票」（参考書式２または(医)参考書式２）を受け、各関連部署

との調整を行う。 

14-１-２ 治験事務局は、確認結果を記入した「直接閲覧実施連絡票」（参考書式２また

は(医)参考書式２）により、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

た者に通知する。 

14-１-３  治験事務局は当該モニタリングおよび監査に立ち会い、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が予め閲覧を要求した必須文書およびその他

の文書を、治験依頼者または自ら治験を実施する者が指名したモニターまたは監査担

当者の閲覧に供する。 

14-１-４  治験事務局は、治験責任医師の依頼により、当該モニタリングおよび監査の対

応に協力する。 

14-１-５  治験事務局は、監査担当者が写しの提出を求めた必須文書について、それが被

験者個人を特定できる情報を含むものでない場合には、その写しを提出する。 

14-１-６  治験事務局は、モニタリングおよび監査が行われた場合には、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より「治験モニタリング・監査結果報告書」

（第７号様式）を受け、実施状況を院長および治験審査委員会に報告する。なお、医

師主導治験においてモニタリング・監査報告を受けた場合は、治験審査委員会での審

議に付すものとする。 

 

14－２  調査への対応 

14-２-１ 治験事務局は、規制当局あるいは治験審査委員会による調査の連絡があった場

合には治験責任医師とともにこれに対応する。 

14-２-２ 治験事務局は、治験責任医師とともに調査に立ち合い、調査担当官等が閲覧を
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求めた必須文書およびその他の文書を閲覧に供する。 

14-２-３ 治験事務局は、調査に立ち会った場合には、その結果を文書に記録し、事務局

長の承認を得て院長および治験審査委員会に報告する。 

 

 

１５．院内各部署との調整 

  

 治験事務局は、治験の契約に係る手続き等治験事務および支援に係わる業務を円滑に行

うために、総務課、医事課、薬剤科、検査科、看護部など関連する院内各部署との調整を

行う。 

 

 

１６．記録の保存 

 

16－1 診療録、各種検査データ、X 線フィルム類に関する記録の保存は、院長が責任を負

う。但し、院長は、記録保存責任者をおくことができる。各記録保存責任者は次のと

おりとする。 

   （１）診療録、看護記録：医事課長 

（２）内視鏡ﾌｨﾙﾑ：内視鏡科部長 

（３）組織細胞診：病理科部長 

（４）Ｘ線等画像ﾌｨﾙﾑ：放射線診療科部長 

（５）脳波記録紙：臨床検査科部長 

（６）処方箋及び注射伝票：薬剤科長 

（７）治験使用薬管理表、治験使用薬出納簿等：治験薬管理者 

（８）駒込病院治験審査委員会設置要綱、任命書、委嘱状、委員名簿等：総務課長 

（９）説明同意文書、治験関連資料、治験審査委員会資料等：治験事務局長 

    

16－２  16－１以外の記録類に関する記録保存責任者は、治験事務局長とし、治験事務局

あるいは、別途指定した場所で以下の手順に従って保存する。 

（１） 記録保存責任者は、治験責任医師が治験依頼者に提出した（医師主導の治験

にあっては自らが保存する）症例報告書の写しを治験責任医師より入手し、

保存しなければならない。 

（２） 記録保存責任者は、治験終了時に治験責任医師より保存すべき資料の保存を

依頼された場合は、これを行う。 

（３） 記録保存責任者は、治験終了時に、治験薬管理者より治験使用薬管理表、治

験使用薬出納簿等を入手し保存する。 
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（４） 記録保存責任者は、治験審査委員会事務局として、院長および事務局長の指

示に従い治験審査委員会に関する標準業務手順書、委員名簿（各委員の資格

を含む）、委員の職業および所属のリスト、事務局員の名簿、提出された文

書、会議録、議事要旨および書簡等の記録を保存しなければならない。 

（５） 記録保存責任者は、治験責任医師が当該治験に係る説明同意文書、症例報告

書の写しおよび原医療記録を所定の期間保存管理していることを確認しなけ

ればならない。 

 

16－３ 記録の保存は、原則として治験終了後 10年間、または、次の（1）または（2）の

日のうちいずれか後の日までの間保存しなければならない。ただし、治験依頼者また

は自ら治験を実施する者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間

および保存方法について治験依頼者または自ら治験を実施する者と協議する。記録の

保存に際しては、それぞれの記録毎に記録保存責任者を定めて保存する。 

（１）被験薬および被験機器（以下、「被験薬等」という。）にかかる製造販売承認日

（開発が中止された場合には開発中止が決定された日から３年が経過した日）た

だし､製造販売後臨床試験の場合は被験薬等の再審査又は再評価が終了するまで

の間 

（２）治験の中止若しくは中断または終了後３年が経過した日 

  

 

１７．相談窓口の設置 

 

 治験事務局は患者の相談窓口を設置する。受付時間は、平日 9：00～17：45とし、電

話等で相談を受け付けるとともに、必要に応じて適切な処置を行う。なお、夜間および

土曜日、日曜日、祝日の相談窓口は、薬剤科に設置する。 

 

 

１８．治験事務局標準業務手順書の改訂 

 

 治験事務局標準業務手順書の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承認により発

効する。 
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東京都立駒込病院治験審査委員会標準業務手順書 
 

本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、ＧＣＰ

省令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて、

治験審査委員会が行うべき業務手順を定めたものである。 

 

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、その他の治験に関する調査、審議を行わせるこ

とを目的として治験審査委員会を設置する。 

 

１－２ 治験審査委員会の運営に関する業務は別に定める治験審査委員会事務局がこれを

行う。この治験審査委員会事務局は、治験事務局が兼ねる。（以下「治験事務局」と

いう） 

 

２．治験審査委員会の責務 

 

２－１ 治験審査委員会は、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、｢治験審査依頼書｣（書式４または(医)

書式４）およびその他必要な資料により審議を行う。また、審議結果を｢治験審査結

果通知書｣（書式５または(医)書式５）で院長に回答しなければならない。 

 

２－２ 治験審査委員会は、全ての被験者の人権、安全および福祉を保護しなければなら

ない。社会的に弱い立場にある者を被験者とする可能性のある治験には、特に注意を

払わなければならない。 

 

２－３ 治験審査委員会は、被験者の人権、安全および福祉を保護する上で追加の情報が

意味のある寄与をすると判断した場合には、説明同意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．治験審査委員会の構成 

 

３－１ 治験審査委員会委員（以下｢委員｣という） 

３-１-１ 院長は、東京都立病院治験実施細則（以下「細則」という）第３に定める次の

職にある者を内部委員に任命する。 
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（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科部長または医長（治験事務局長を含む） 

（４） 検査科、輸血･細胞治療科、病理科のいずれかに所属する部長、医長または技師

長 

（５） 薬剤科長 

（６） 看護部長または副看護部長 

（７） 総務課長または計画課長 

（８） 医事課長または医事専門課長 

（９） その他、院長が必要と認める職員 

３-１-２ 院長は、前項に定める内部委員のほか、当院および院長と利害関係を有しない

外部委員２名を指名し、就任を委嘱する。なお、外部委員のうち１名は、自然科

学を専門としない職業の者とする。 

３-１-３ 治験事務局長は、治験審査委員会委員を兼ねる。 

３-１-４ 委員のうち少なくとも１名は自然科学を専門としない職業の者とする。 

３-１-５ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

３-１-６ 院長は治験審査委員会に出席することはできるが、委員に就任することならび

に審議および採決に参加することはできない。 

 

３－２ 治験審査委員会委員長（以下「委員長」という） 

３-２-１ 医師である内部委員の中から院長により指名される。 

３-２-２ 治験審査委員会において議長として委員会を招集し審議を総括する。 

３-２-３ 任期は 1年として再任を妨げない。 

３-２-４ 開催を要する判断をする。 

３-２-５ 軽微な変更の判断をする。 

３-２-６ 治験審査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。 

３-２-７ 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。 

 

３－３ 治験審査委員会議長 

３-３-１ 治験審査委員会議長は、原則として委員長とする。 

３-３-２ 委員長が何らかの理由でその任務を遂行できない時は、治験審査委員会の内部

委員に代行させる。 

 

４．治験審査委員会の開催 
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４－１ 治験審査委員会の開催 

４-１-１ 治験審査委員会は、委員長が招集し、原則として毎月 1 回開催する。ただし、

緊急に開催する必要がある場合は、その都度開催する。 

４-１-２ 委員長が開催を要すると判断した場合、院長が開催を要請した場合および委員

の過半数が開催を要請した場合には、委員長は治験審査委員会を開催することができ

る。 

４-１-３ 治験審査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。外部委員および自然

科学を専門としない委員は、少なくとも各１名が出席していなければならない。なお、

テレビ会議・Web会議等、映像と音声による双方向の円滑な意思疎通が可能な手段に

より参加した委員も出席とし、審議及び採決へ参加することができる。 

４-１-４ 治験事務局は、委員に会議の開催日程等を通知し、委員において治験審査に係わ

る検討が十分に行われるように、予め必要な資料を配布する。 

 

４－２ 審査資料 

 治験審査委員会は、その責務の遂行のために、審査対象として以下の最新の文書を院長

から入手するものとする。 

（１）治験実施計画書 

（２）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を除く） 

（３）説明同意文書 

（４）被験者の募集手順（広告等）に関する資料 

（５）治験薬等概要書 

（６）被験者の安全等に係わる報告 

（７）被験者への支払い（支払いがある場合）および健康被害に対する補償に関する資

料 

（８）予定される治験費用に関する資料 

（９）治験の現況の概要に関する資料 

 （10）「治験依頼書」（書式３：治験依頼者による治験の場合）または「治験実施申請

書」（(医)書式３：医師主導の治験の場合） 

（11）「治験に係る経費算出表」（第１号様式） 

（12）「臨床試験ポイント算出表」（第 56号駒様式） 

（13）「治験薬管理ポイント算出表」または「治験機器管理ポイント算出表」（第 57

号駒様式） 

（14）（必要な場合）「治験薬等診療科管理申請書」（第５号様式） 

（15）「履歴書」（書式１または(医)書式１）：治験責任医師・治験分担医師用 

（16）「治験分担医師・治験協力者リスト」（書式２または(医)書式２） 
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（17）（治験依頼者による治験の場合）「治験薬概要書の要旨」、「治験機器概要書

の要旨」または「治験製品概要書の要旨」（第２号様式） 

（18）事前検討結果に対する回答書 

     ※事前検討については、治験実施標準業務手順書総則 参照のこと 

（19） ＊モニタリングに関する手順書 

（20） ＊監査に関する計画書および業務に関する手順書 

（21） ＊治験薬の管理に関する事項を記載した文書 

（22） ＊ＧＣＰ省令の規定により自ら治験を実施する者およ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 

（23） ＊当院が自ら治験を実施する者の求めに応じて医薬品ＧＣＰ省令第４１条

第２項、医療機器ＧＣＰ省令第６１条第２項および再生医療等製品ＧＣＰ省

令第６１条第２項各号に掲げる記録（文書を含む）を閲覧に供する旨を記載し

た文書 

（24） ＊当院がＧＣＰ省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支

障を及ぼしたと認める場合（医薬品ＧＣＰ省令第４６条、医療機器ＧＣＰ省令

第６６条および再生医療等製品ＧＣＰ省令第６６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 

（25） ＊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 

（26）その他治験審査委員会が必要と認める資料 

（＊印のものは医師主導の治験において必要に応じて入手する。） 

 

５．治験審査委員会の審査 

５－１ 治験審査委員会の審査 

５-１-１ 治験審査委員会は、倫理的、科学的および信頼性の観点から治験の実施および

継続の可否等について以下の事項を審査する。 

（１）治験責任医師と治験分担医師の適格性 

（２）治験計画の適格性 

（３）治験体制の適格性 

（４）当該治験の倫理性 

（５）当該治験の科学性 

（６）当該治験の安全性 

（７）当該治験の統計学的有意性 

（８）説明同意文書の適格性 

（９）被験者の保護 

（10）治験が一年以上にわたる場合には継続審査 
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（11）その他当該治験の実施に関する諸問題 

５-１-２ 前記（８）には少なくとも以下の事項がわかりやすく平易な文章で示されてい

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、および無作為割付が行わ

れる場合は各処理に割り付けられる確率を含む） 

（４） 被験者の治験への参加予定期間 

（５） 治験に参加する予定の被験者数 

（６） 予期される臨床上の利益および危険性または不便（被験者にとって予期される

利益がない場合には、被験者にその旨を知らせなければならない） 

（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およびそ

の治療方法に関して予測される重要な利益および危険性 

（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ることのできる補償

および治療 

（９） 治験への参加は被験者の自由意思によるものであり、被験者またはその代諾者

は、被験者の治験への参加を随時拒否または撤回することができること。また

拒否・撤回によって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） 治験への参加の継続について被験者また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またはその代諾者に伝え

られること。 

（11） 治験への参加を中止させる場合の条件または理由 

（12） モニター、監査担当者、治験審査委員会および規制当局が原医療記録を閲覧で

きること。その際、被験者の秘密は保全されること。また、同意文書に被験者

またはその代諾者が署名することによって閲覧を認めたことになること。 

（13） 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 

（14） 被験者が費用負担をする必要がある場合にはその内容 

（15） 被験者に金銭等が支払われる場合にはその内容（支払金額、支払方法、支払期

間） 

（16） 治験責任医師または治験分担医師の氏名および連絡先 

（17） 被験者が治験および被験者の権利に関してさらに情報が欲しい場合または治験

に関連する健康被害が生じた場合に照会すべきまたは連絡をとるべき実施医

療機関の相談窓口 

（18） 被験者が守るべき事項 

５-１-３ 遺伝性を伴う遺伝子解析研究を含む治験については、倫理指針適合性確認書（第
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61号駒様式）に基づき審査するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 継続審査 

５-２-１ 治験が 1年以上にわたる場合には少なくとも１年に１回以上の頻度（ただし 1

回目の継続審査は契約から 11ヶ月経過時点までに行う）で治験が適切に実施されて

いるか否かを継続的に審査するものとする。また、必要に応じて、治験の実施状況に

ついて調査を行うものとする。 

５-２-２ 院長は、重篤で予想できない副作用等につい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、院内で発生した重篤な有害事象について治験責任医

師から通知を受けた場合、および治験に継続して参加するかどうかについて被験者の

意志に影響を与えるものと認められる情報を入手し、説明同意文書を改訂した場合、

治験責任医師から報告を受けた場合、その他必要であると認めた場合は、治験審査委

員会の意見を聞くこととする。 

５-２-３ 院長は、治験期間を通じて治験依頼者による治験にあっては治験依頼者および

治験責任医師から、医師主導の治験にあっては治験責任医師から治験審査委員会の

審査の対象となる文書の追加、更新又は改訂された当該文書が、「治験に関する変

更申請書」（書式 10または(医)書式 10）とともに提出された場合は、治験審査委員

会にそれらの当該文書の全てを速やかに提出し、意見を聞くこととする。 

５-２-４ 院長は、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）が提出された場合は、治験の実

施の適切性について治験審査委員会の意見を聞くこととする。 

 

５－３ 治験審査委員会の決定 

５-３-１ 治験審査委員会の決定は、出席委員全員の合意をもってこれを行う。 

５-３-２ 治験審査委員会による決定は、次のいずれかによる。 

（１）承認 

※「遺伝性を伴う遺伝子解析研究」とは、ヒト生殖細胞系列遺伝子解析に関わる遺伝子・

染色体検査であり、主に白血球や毛髪、皮膚など疾患に直接関連しない組織を用いて、

ＤＮＡまたはｍＲＮＡから作られた相補ＤＮＡの塩基配列等の構造又は機能を解析する

ものである。その主たる検査方法として、生殖細胞系列変異又は多型(germline mutation 

or polymorphism)を解析する研究があり、以下の検査が対象となる。  

 ①遺伝性疾患の診断に関わる遺伝子・染色体検査 

 ②家族性腫瘍の診断に関わる遺伝子検査 

③生活習慣病等の疾患感受性（易罹患性）診断に関わる遺伝子検査  

 ④薬剤応答性診断に関わる遺伝子検査（宿主の特性診断など） 

 ⑤その他、個人の体質診断に関わる遺伝子検査等 

 



東京都立駒込病院                             （治験審査委員会） 

第二十一版（20221214）              

 7 

（２）修正のうえで承認 

（３）却下 

（４）既承認事項を取り消す（治験の中止または中断を含む） 

（５）保留 

５-３-３ 採決は、審議に参加した委員のみが参加を許される。 

５-３-４ 当該治験の治験依頼者、治験責任医師または治験薬提供者（医師主導の治験の

場合）と関係のある委員は、治験審査委員会における当該治験に関する事項の審議お

よび採決に参加できない。 

５-３-５ ３-２-６に定める専門委員および当該治験に関与する委員は、関与する治験に

ついて、治験審査委員会に情報を提供することは許されるが、当該治験の審議および

採決には参加できない。ただし、専門委員が治験審査委員会委員の場合は、この限り

ではない。 

５-３-６ 治験審査委員会を開催し得ず、緊急に治験審査委員会としての検討、決定が必

要な場合には、委員長と治験事務局長および委員長が指名する２名の委員によって協

議、決定を下すことができる。但し、この場合には、行われた決定が次回の治験審査

委員会に付議され、承認されなければならない。治験審査委員会がこの決定と異なる

決定をした場合には、院長および治験責任医師は治験審査委員会の決定に従わなけれ

ばならない。 

５-３-７ 

 （１）治験審査委員会が予め認めている軽微な変更は別表のとおりとする。この場合、

事務局は次回治験審査委員会にその内容を報告して「治験審査結果通知書」（書式５

または(医)書式５）を作成し、治験審査委員会審議資料、「治験審査依頼書｣（書式

４または(医)書式４）は作成しない。 

 （２）治験協力者のみの変更の場合は、「治験実施計画書等変更申請書」(書式 10また

は(医)書式 10)の提出は不要、治験責任医師が「治験分担医師・治験協力者リスト」

(書式 2または(医)書式 2)を更新した日付をもって院長了承日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽微な変更とする事項（令和元年度第 10回治験審査委員会承認） 

１． 契約関係書類 

 ①治験依頼者に関する事項 

（所在地、名称、代表者、担当者及び担当者の部署、TEL番号、FAX番号等） 

②治験薬等成分記号、コード名 

２． 治験実施計画書（プロトコール） 

①治験実施体制 

・治験依頼者に係る事項 

 （所在地、名称、代表者、担当者及び担当者の部署、TEL番号、FAX番号等） 

・治験調整医師の変更（医師の勤務先及び勤務先住所や TEL番号、部署）  

② 治験責任医師の職名 
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５-３-８ ５-３-２の（２）により決定された場合には、委員長および治験事務局長が「治

験実施計画書等修正報告書」（書式６または(医)書式６）を確認して承認する。なお、

委員長または治験事務局長が関与する治験の場合は委員会が指名する委員がこれを

行う。 

    

５－４ 審査結果の通知など 

５-４-１ 治験審査委員会は、治験に関する委員会の決定およびその理由について、院長

に「治験審査結果通知書」（書式５または(医)書式５）により報告する。 

５-４-２ 院長は、治験審査委員会が治験の実施を却下する決定を下し、その旨を報告し

てきた場合は、治験の実施を了承してはならない。 

５-４-３ 院長の決定に対する異議申し立ては、治験依頼者による治験にあっては治験依

頼者および治験責任医師が合議の上、医師主導の治験にあっては治験責任医師が、治

験事務局を通じて院長に文書により行う。なお、院長の治験実施に関する決定より

60日以内に異議申し立てをすることができる。 

 

６．議事要旨の作成 

 

 治験事務局は、治験審査委員会の議事をまとめ、審議、採決に参加した委員の名簿を添

付した議事要旨を作成する。議事要旨は、次回委員会の事前配布資料としたうえで委員の

了承を得る。 

 

７．治験審査委員会に関する情報の公表 

  

院長は、本手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を当院ホームページ上に公表しなけ

③ 添付文書改訂に伴う変更事項（規制区分、理化学的事項、製剤情報等） 

④ 文意が変わらない程度の文章の変更（誤記修正含む） 

３．治験薬等概要書 

①文意が変わらない程度の文章の変更（誤記修正含む） 

 ②添付文書改訂に伴う変更事項（規制区分、理化学的事項、製剤情報等） 

４．その他 

①治験薬等の使用期限 

②同意説明文書の誤字・脱字 

③症例報告書のレイアウト変更 

④治験分担医師の職名 

⑤治験審査委員会委員長および治験事務局長の双方が軽微なものと判断した項目 
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ればならない。また、その内容に変更が生じた場合には、速やかに情報の更新を行う。 

 

８．記録の保存 

 

 治験審査委員会に関する記録類の保存管理は、治験事務局が行う。なお、院長、委員長

および治験事務局長は、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

るモニタリングおよび監査ならびに規制当局による調査に協力し、調査担当官の求めに応

じて審査資料、会議記録等の記録を閲覧に供さなければならない。 

 

９．治験審査委員会標準業務手順書の改訂 

 

 治験審査委員会標準業務手順書の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承認によ

り発効する。 
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東京都立駒込病院治験責任医師標準業務手順書 
 

本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、ＧＣＰ

省令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて

治験責任医師の要件、責務および業務手順を定めたものである。 

なお、治験分担医師が治験を実施する際には、本手順書に順ずる。 

 

１．治験責任医師の定義   

 

治験責任医師とは、治験の実施および治験に関連する医療上の行為と判断のすべてに責

任を有する医師または歯科医師である。 

 

２．治験責任医師の責務 

 

２－１ 治験責任医師は、医療機関において、治験責任医師として実施する治験に関する

臨床上の責任を負う。 

 

２－２ 治験責任医師は、治験が複数の者からなるチームにより実施される場合には、当

該治験チームのリーダーとして実施する治験についての臨床上の責任を負う。 

 

２－３ 治験責任医師は、当院において治験責任医師として実施する治験に関して、ＧＣ

Ｐ省令および関連通知を熟知し、これを遵守する責任を負う。 

 

２－４ 治験責任医師は、３．に定める要件を証明するため「履歴書」（書式１または（医）

書式１）およびその他適切な文書を、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者

ならびに治験事務局、医師主導の治験にあっては治験事務局を通じ院長および治験

審査委員会に提出する。 

 

２－５ 治験責任医師は、合意された募集期間内に必要数の適格な被験者を集めることが

可能であることを過去の実績等により示すことができなければならない。 

 

２－６ 治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験分担医師または治験協力者

に分担させる場合には、分担させる者と分担させる業務を記した「治験分担医師・

治験協力者リスト」（書式２または（医）書式２）を作成し、あらかじめ治験事務

局を通じ、院長に提出し、その了承を受けなければならない。 
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２－７ 治験責任医師は、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

よるモニタリングおよび監査ならびに治験審査委員会および規制当局による調査を

受け入れなければならない。 

２－８ 治験責任医師は、前項の調査によりモニター、監査担当者、治験審査委員会およ

び規制当局の求めに応じて、原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に供する。 

 

３．治験責任医師の要件 

   

 当院における治験責任医師の適格条件としては、募集期間内に必要数の適格な被験者を

集めることができ、治験を適切に実施し、終了するに足る時間を有していなければならな

い。また、十分な数の治験分担医師および治験協力者等の適格なスタッフを確保でき、設

備を利用できる者で、別に下記の要件を満たす者とする。 

（１）10年以上の臨床経験を有すること 

（２）常勤医であること 

（３）治験と関係のある専門学会の認定医あるいは評議員であること 

（４）上記（１）、（３）の条件を満たさないが、治験審査委員会が同等であると判断し

た医師または歯科医師 

   

４．治験依頼申請業務 

 

４－１ 治験依頼申請時の治験責任医師の責務 

（１） 治験依頼者による治験にあっては、治験依頼者と協議した上で決定した治験実

施計画書（症例報告書を含む）に対して合意すること 

（２） 医師主導の治験にあっては、１６－３並びに１６－４の手順に従い治験実施計

画書、症例報告書の見本および治験薬等概要書を自ら作成すること 

（３） 説明同意文書を作成すること 

（４） 治験チームを編成すること 

（５） 治験事務局を介した院長への治験の依頼申請をすること 

 

４－２ 治験実施計画書に対する合意・作成 

４-２-１ 治験責任医師は、治験依頼者による治験において治験の依頼があった時は、治

験の実施につき治験依頼者と合意する前に、治験依頼者から提供される治験実施計画

書案、症例報告書の見本案および最新の治験薬等概要書その他必要な資料、情報に基

づき治験依頼者と協議し、当該治験を実施することの倫理的および科学的妥当性につ

いて十分検討しなければならない。治験実施計画書および症例報告書の見本を改訂す

る場合も同様とする。 
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４-２-２ 治験責任医師は、治験依頼者による治験において治験の実施につき治験依頼者

と合意する前に、治験実施計画書案に示された期間内に治験を適正に実施し終了する

に足る時間があること、および予定された募集期間内に必要数の適格な被験者を集め

ることが可能であるかどうかを十分に検討しなければならない。 

４-２-３ 治験責任医師は、治験依頼者による治験において治験依頼者と治験の実施につ

き合意した場合は、当該治験実施計画書（症例報告書を含む）を遵守することについ

て合意した旨を証するため、治験依頼者とともに治験実施計画書またはそれに代わる

文書にそれぞれ署名し、日付けを記入する。治験実施計画書および症例報告書の見本

が改訂・修正される場合も同様とする。 

 

４－３ 説明同意文書の作成 

４-３-１ 説明同意文書の作成 

 治験責任医師は、治験事務局より入手した当院における説明同意文書の統一形式お

よび治験実施計画書案、症例報告書の見本案、治験依頼者または治験薬等提供者より

提供された資料・情報に基づき、被験者に対する説明同意文書を作成して治験審査委

員会の承認を得なければならない。 

４-３-２ 説明同意文書に含まれるべき内容 

 説明同意文書には、少なくとも次に示す事項がわかりやすく平易な文章で示されて

いなければならない。 

（１）治験が研究を伴なうものであること 

（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、および無作為割付が行

なわれる場合は各処置に割り付けられる確率を含む。） 

（４）被験者の治験への参加予定期間 

（５）治験に参加する予定の被験者数 

（６）予期される臨床上の利益および危険性または不便、被験者にとって予期され

る利益がない場合には、被験者にその旨を知らせなければならない。 

（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およびそ

の治療方法に関して予測される重要な利益および危険性 

（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ることができる補償お

よび治療 

（９）治験への参加は被験者の自由意志によるものであり、被験者またはその代諾

者は、被験者の治験への参加を随時拒否または撤回することができること。

また、拒否・撤回によって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はないこと。 

（10）治験への参加の継続について被験者またはその代諾者の意志に影響を与える可
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能性のある情報が得られた場合には速やかに被験者またはその代諾者に伝えら

れること。 

（11）治験への参加を中止させる場合の条件または理由 

（12）モニター、監査担当者、治験審査委員会および規制当局が原医療記録を閲覧

できること。その際、被験者の個人的秘密は保全されること。また、同意文

書に被験者またはその代諾者が署名することによって閲覧を認めたことにな

ること。 

（13）治験の結果が公表される場合であっても、被験者の個人的秘密は保全される

こと。 

（14）被験者が費用負担する必要がある場合にはその内容 

   被験者に補償される治験関連費用の内容 

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

（16）治験責任医師または治験分担医師の氏名および連絡先 

（17）被験者が治験および被験者の権利に関してさらに情報が欲しい場合または治験

に関連する健康被害が生じた場合に照会すべきまたは連絡を取るべき医療機関

の相談窓口 

 （18）被験者が守るべき事項 

 

４－４ 治験チームの編成 

治験チームは、治験責任医師、治験分担医師、治験協力者から構成される。なお、

治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験分担医師および治験協力者に分

担させる場合には、分担させる業務と分担させる者を記した「治験分担医師・治験協

力者リスト」（書式２または（医）書式２）を作成し、治験事務局を通じ院長に提出

する。 

４-４-１ 治験分担医師 

当院において治験を実施するチームに参加する個々の医師または歯科医師で、治験

責任医師によって指導・監督され、治験に関わる重要な業務及び決定を行う者である。 

治験分担医師は、治験の進捗状況を治験責任医師にすべて報告しなければならない。

なお、当院における治験分担医師は、以下の条件を満たす者とする。 

（１）常勤医またはそれに準ずる医師または歯科医師 

（２）前記の(１)を満たさないが治験審査委員会が同等と判断した医師または歯科医

師 

４-４-２ 治験協力者 

当院において治験を実施するチームに参加するメンバーで、治験責任医師によって

指導・監督され、専門的立場から治験責任医師および治験分担医師の業務に協力する

者である。 
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治験協力者は、治験の進捗状況を治験責任医師にすべて報告しなければならない。

なお、治験協力者は以下のいずれかの条件を満たす者とする。 

（１）治験責任医師および治験分担医師以外の医師 

（２）治験コーディネーター 

（３）看護師、薬剤師、検査技師など専門的資格を有する者 

（４）治験に関して補助的役割を果たす者（実験補助者、文書保管者） 

４-４-３ 治験チームの指導・監督および責任 

 治験責任医師は、治験分担医師、治験協力者等に、治験薬、治験実施計画書および

各人の業務について十分な情報を与え、指導および監督し、また、その分担業務にお

ける全責任を負う。 

 

４－５ 治験の申請資料 

    治験責任医師は、以下の文書を、治験事務局を通じ院長に提出するものとする。 

（１）説明同意文書 

（２）「履歴書」（書式１または(医)書式１）：治験責任医師・治験分担医師用 

（３）「治験分担医師・治験協力者リスト」（書式２または(医)書式２） 

（４）その他の治験チームに関する必要な資料 

（５）＊「治験実施申請書」（(医)書式３：医師主導の治験の場合） 

（６）「治験薬等診療科管理申請書」（第５号様式）（必要な場合） 

（７）＊モニタリングに関する手順書 

（８）＊監査に関する計画書および業務に関する手順書 

（９）＊治験薬等の管理に関する事項を記載した文書 

（10）＊ＧＣＰ省令の規定により自ら治験を実施する者およ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 

（11）＊当院が自ら治験を実施する者の求めに応じて医薬品ＧＣＰ省令第４１条、

医療機器ＧＣＰ省令第６１条第２項および再生医療等製品ＧＣＰ省令

第６１条第２項各号に掲げる記録（文書を含む）を閲覧に供する旨を記載

した文書 

（12）＊当院がＧＣＰ省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に

支障を及ぼしたと認める場合（医薬品ＧＣＰ省令第４６条、医療機器ＧＣ

Ｐ省令第６６条および再生医療等製品ＧＣＰ省令第６６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 

（13）＊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 

（＊印のものは医師主導の治験において必要に応じ提出する。） 
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４－６ 事前検討に対する回答 

 治験責任医師は、院長より治験事務局を通じ、事前検討結果（第 52 号駒様式およ

び第 51 号駒様式の写し）を受領し、治験依頼者と協議の上（治験依頼者による治験

の場合）、治験審査委員会開催 14 日前までに回答書を作成し、治験事務局を通じ院

長に提出する。 

 

４－７ 治験審査委員会の審議資料 

 ４－５に定める申請資料および４－６に定める回答書が治験審査委員会の審議対

象となる。 

 

４－８ 治験審査委員会における説明 

 治験責任医師は、治験審査委員会に出席し、必要な説明および質疑に対する応答を

する。治験責任医師が出席不可能な場合、治験分担医師に代行させることができる。 

   治験責任医師、治験分担医師ならびに治験協力者は、審議および採決に加わるこ

とはできない。 

 

５．院長の指示と決定 

  

５－１ 治験責任医師は、以下の事項において「治験審査結果通知書」（書式５または(医)

書式５）（院長の決定が書式５または(医)書式５の内容と異なる場合は「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および書式５または(医)

書式５の写し）による院長の指示、決定に従わなければならない。 

（１）治験の実施 

（２）治験の継続 

（３）治験の中止または中断 

 

５－２ 治験責任医師は、治験依頼者と合議の上（治験依頼者による治験の場合）、院長

の治験実施に関する決定より６０日以内に異議申し立てをすることができる。 

 

６．治験実施の開始確認 

 

 治験責任医師は、以下を確認し、初めて治験を実施することができる。 

（１）承認 

（２）「治験審査結果通知書」（書式５または(医)書式５）（院長の決定が書式５また

は(医)書式５の内容と異なる場合は「治験に関する指示・決定通知書」（参考書
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式１または(医)参考書式１および書式５または(医)書式５の写し） 

（３）契約の締結（医師主導治験にあっては、契約が必要な場合に限る） 

（４）治験協力者の決定 

（５）その他実施に関する必要事項 

 

７．治験の実施 

 

 本項は、治験責任医師ならびに治験分担医師が、治験を実施する際の業務を定めたもの

である。 

 

７－１ 被験者の選定 

７-１-１ 被験者の選定に当たって、人権保護の観点から、および治験実施計画書に定め

られた選択基準および除外基準に基づき、被験者の健康状態、症状、年齢、性別、

同意能力、治験責任医師等との依存関係、他の治験への参加の有無等を考慮のうえ、

治験に参加を求めることの適否について慎重に検討しなければならない。 

７-１-２ 同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、

選定してはならない。 

７-１-３ 社会的に弱い立場にあるものを被験者とする場合には、特に慎重な配慮を払わ

なければならない。 

７-１-４ 治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する

場合にあっては、当該者の同意は自発的に行われるよう十分な配慮をしなければな

らない。 

 

７－２ 被験者への説明および同意の取得 

７-２-１ 被験者またはその代諾者に予め治験の内容その他の治験に関する事項について

理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、治験への参加について自由意思に

よる同意を文書により得なければならない。また、治験責任医師は、治験分担医師

および治験協力者が被験者に対して治験に関する説明等を行う場合には、ＧＣＰ省

令の原則に基づき、適切で十分な説明が行われるよう指導、監督するものとする。 

７-２-２ 治験責任医師、治験分担医師および治験協力者は、治験への参加または治験へ

の参加の継続に関し、被験者に強制したりまたは不当な影響を及ぼしてはならない。 

７-２-３ 同意の取得に際しては、被験者が理解可能で、可能な限り日常的な言葉が用い

られていなくてはならない。また、医療機関または治験依頼者等の法的責任を免除

するかそれを疑わせる語句が含まれていてはならない。 

７-２-４ 治験責任医師または治験分担医師は、同意を得る前に被験者が質問をする機会

と、治験に参加するか否かを判断するのに十分な時間を与え、全ての質問に対して
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被験者が満足するように答えなければならない。 

７-２-５ 説明同意文書は２部用意し、説明医師および必要な場合は説明補助者が署名し、

説明した日時を記入する。同意取得の際には、被験者および必要な場合は代諾者が

署名し、同意日時を記入する。なお、代諾者から同意を得た場合には、代諾者と被

験者との関係についても記録しなければならない。 

７-２-６ 治験責任医師は、治験分担医師により同意が得られた説明同意文書について一

切の責任を負うものとする｡ 

７-２-７ 同意が得られた説明同意文書は、1部は治験事務局で保存し、１部は被験者本人

に渡さなければならない。また、同意書はスキャナーで電子ファイル化してカルテ

に添付する。 

７-２-８ 治験責任医師および治験分担医師は、治験に継続して参加するかどうかについ

て被験者の意思に影響を与えるものと認められる情報を入手した場合には、直ちに当

該被験者に提供し、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認しなければなら

ない。 

７-２-９ 治験責任医師は、前項の場合において、説明同意文書を改訂する必要があると

認められたときは、速やかに説明同意文書を改訂しなければならない。 

７-２-10 治験責任医師は、前項の規定により説明同意文書を改訂したときは、その旨を

院長に報告するとともに、治験の参加の継続について改めて被験者の同意を得なけれ

ばならない。この場合においては、本項７-２の規定に準ずる。 

 

７－３ 治験実施計画書の遵守 

７-３-１ 治験責任医師および治験分担医師は、治験審査委員会によって承認された治験

実施計画書を遵守して治験を行なわなければならない。 

７-３-２ 治験責任医師は、治験分担医師および治験協力者が治験実施計画書を遵守して

治験を行うよう指導、監督を行い、その全責任を負う。 

 

７－４ 被験者に対する医療 

 治験責任医師は、治験に関する医療上の全ての判断に責任を負うものとし、被験者

に対する医療を提供する。  

７-４-１ 治験責任医師および治験分担医師は、被験者に他の主治医がいるかどうかを確

認し、被験者の同意のもとに、主治医に被験者の治験への参加について知らせる。 

７-４-２ 治験責任医師および治験分担医師は、被験者の治験参加中およびその後を通じ、

治験に関連した臨床上問題となる全ての有害事象に対して、被験者に十分な医療を提

供しなければならない。また、治験責任医師および治験分担医師は、有害事象に対す

る医療が必要となったことを知った場合には、被験者にその旨を伝えなければならな

い。 
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７－５ 治験実施計画書からの逸脱等 

治験責任医師は、治験実施計画書からの逸脱等を行なう場合には以下に従う。また、治

験分担医師が治験実施計画書からの逸脱等を行なう場合には以下に従うよう指導、監督を

行う。 

７-５-１ 治験責任医師および治験分担医師は、治験依頼者による治験にあっては治験依

頼者との事前の文書による合意を得ることなく、また治験審査委員会の事前の審査に

基づく文書による承認を得ることなく、治験実施計画書からの逸脱または変更を行っ

てはならない。ただし、被験者の緊急の危険を回避するためのものであるなど医療上

やむを得ないものである場合または治験の事務的事項（例えば、電話番号の変更）の

みに関する変更である場合には、この限りではない。 

７-５-２ 治験責任医師または治験分担医師が、被験者の緊急の危険を回避するために、

あるいは医療上やむを得ない理由のために、治験実施計画書から逸脱または変更した

場合には、その行為を全て記録し、かつ、その理由をカルテおよび症例報告書に記載

しなければならない。  

７-５-３ 治験責任医師は、前項の逸脱または変更について、その理由等を説明した「緊

急の危険を回避するための治験実施計画書からの逸脱に関する報告書」（書式８また

は（医）書式８）を作成して、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者ならびに

治験事務局を通じ院長に提出した後院長を通じて依頼者から「緊急の危険を回避する

ための治験実施計画書からの逸脱に関する通知書」(書式９)の写を入手し、医師主導

治験にあっては治験事務局を通じ院長に提出する。また治験責任医師は、前項以外の

逸脱または変更について、「治験実施計画書からの逸脱（緊急の危険回避を除く）に

関する報告書」（第 60号駒様式）を作成して治験事務局を通じ院長に提出する。 

７-５-４ 治験責任医師は、無作為割付の手順が規定されている場合にはこれに従い、治

験薬割付記号を治験実施計画書を遵守した方法でのみ開封するものとする。なお、盲

検法による治験において定められた時期よりも予め早い段階での開封（事故による開

封、重篤な有害事象のための開封など）を行った時は、治験責任医師はこれをその理

由とともに速やかに文書に記録し、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者に

提出し、医師主導の治験にあっては自らが保存したうえで、治験事務局に報告しなけ

ればならない。 

 

７－６ 治験使用薬の使用 

 治験責任医師は、治験使用薬の使用にあたっては以下に従う。また、治験分担医師

が使用する場合も同じく以下に従うよう指導、監督する。 

 なお、診療上やむを得ない理由等により、診療科において保管する場合、治験責任

医師はその全ての管理責任を負う。 
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７-６-１ 治験使用薬は承認された治験実施計画書に遵守した方法でのみ処方、使用する。 

７-６-２ 治験使用薬の処方は、内用薬、外用薬の場合は、治験専用処方箋を、注射剤の

場合は、注射箋または治験専用注射伝票を用いる。 

７-６-３ 治験責任医師および治験分担医師は、治験使用薬の正しい使用法を各被験者に

説明、指示し、当該治験において適切な間隔で、各被験者が説明された指示を遵守し

ているかを確認する。 

７-６-４ 治験責任医師は、治験使用薬の投与を中止・終了した場合、外箱・空きビンを

含めた残薬を保管している場合は、速やかに治験薬管理者に返却する。 

 

７－７ 治験に伴う被験者の負担を軽減するための経費（治験協力費） 

７-７-１ 治験責任医師は、外来被験者に対し、治験協力費の支給の希望を確認する。 

７-７-２ 治験責任医師は、外来被験者の来院を確認し、治験協力費が支払われるように

しなければならない。 

 

８．有害事象に関する業務 

 

 有害事象の発生を知った場合には、治験責任医師が判断し、被験者にその旨を伝えなけ

ればならない。 

 

８－１ 院内での有害事象の発生 

８-１-１ 治験責任医師は、有害事象が発生した場合、その内容を記録する。 

８-１-２ 重篤な有害事象については治験依頼者による治験にあっては治験依頼者ならび

に治験事務局を通じて院長に、医師主導の治験にあっては治験事務局を通じて院長、

他の医療機関の治験責任医師（多施設共同治験の場合）および治験薬等提供者に「重

篤な有害事象に関する報告書」（書式 12 または（医）書式 12、書式 13、および詳

細記載用書式）あるいは「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」(書式 14 ま

たは（医）書式 14、書式 15、書式 19または（医）書式 19、書式 20、および詳細記

載用書式)で報告しなければならない。 

８-１-３ 治験責任医師は、治験依頼者による治験にあっては、治験実施計画書において

治験薬の安全性評価のために重要であると規定された有害事象について、治験実施計

画書で規定された報告要件および期限を守って治験依頼者に報告する。 

８-１-４ 治験責任医師は、死亡例を含む全ての重篤な有害事象について、院長に速やか

に文書により報告する。 

８-１-５ 治験責任医師は、報告した死亡例を含む重篤な有害事象または副作用等につい

て、治験依頼者、院長、治験審査委員会、他の医療機関の治験責任医師（多施設共

同治験の場合）および治験薬等提供者から要求された追加の情報（剖検報告書、末
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期の医療記録およびその他必要とされる情報）をこれらに提出するものとする。 

 

※ 重篤な有害事象または副作用とは、投与量にかかわらず、医薬品が投与された

際に生じたあらゆる好ましくない医療上のできごとのうち、以下のものをいう。 

（１）死に至るもの 

（２）生命を脅かすもの（注１） 

（３）治療のため入院または入院期間の延長が必要となるもの 

（４）永続的または顕著な障害・機能不全に陥るもの 

（５）先天異常をきたすもの 

（注１）｢生命を脅かす｣とは、その事象が起こった際に患者が死の危険にさらされ

ていたという意味であり、その事象がもっと重症なものであったなら死に至って

いたかもしれないという仮定的な意味ではない。 

なお、即座に生命を脅かしたり、死や入院には至らなくとも、患者を危険にさら

したり、上記（１）～（５）のような結果に至らぬように処置を必要とするような

重大な事象の場合には、緊急報告を必要とするか否かを医学的および科学的根拠に

基づいて判断する必要があり、通常、それらも重篤とみなすべきである。（例：救

急室等で集中治療を必要とする気管支痙攣、入院には至らないものの血液障害また

は痙攣をきたした場合、薬物依存症または薬物乱用等） 

医療機器および再生医療等製品に係る治験においても上記に準ずることとする。 

 

８－２ 他施設での有害事象の発生 

８-２-１ 他施設での重篤な有害事象の発生の報告を受けた際には、治験継続に関する判

断を治験審査委員会に提出する。 

 

９．治験審査委員会の審議資料に関する追加、更新、改訂 

 

９－１ 治験責任医師は治験実施前および治験期間を通じて、治験審査委員会の審査の対

象となる文書のうち、治験責任医師が提出すべき文書を最新のものにしなければなら

ない。当該文書が追加、更新又は改訂された場合は、その全てを速やかに院長に提出

する。 

 

１０．被験者の緊急時への対応 

 

１０－１ 治験責任医師は、当院の通常の診療時間外であっても、被験者の緊急時に対応

ができるよう準備をしなくてはならない。 
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１０－２ 治験責任医師は、当院の「時間外被験者対応マニュアル」に従って対応しなけ

ればならない。 

 

１１．モニタリング・監査・調査への対応 

 

１１－１ モニタリング・監査への対応 

１１-１-１ 治験責任医師は、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および監査に対応しなければならない。また、治験分担医師

および治験協力者に対するモニタリングおよび監査が行われる場合には、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が当該治験分担医師および治験

協力者に対して十分なモニタリングおよび監査ができるよう配慮しなければならな

い。 

１１-１-２ 治験責任医師は、モニタリングおよび監査に際し、治験事務局にその日時を

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｢直接閲覧実施連絡

票」（参考書式２または(医)参考書式２）をもって連絡するとともに治験分担医師

および治験協力者と協力してモニタリングおよび監査が円滑かつ適切に行なわれる

よう、原資料等を準備するものとする。 

１１-１-３ モニタリングおよび監査に際しては、治験分担医師および治験協力者との作

業分担に従い、原資料と症例報告書との照合等に支障のないようにする。 

１１-１-４ モニタリングおよび監査に際して使用する原資料等は、治験責任医師の責任

において、院内の保管場所より借り出し、また、モニタリングおよび監査終了後は

速やかにそれらを返却するものとする。 

１１-１-５ 治験責任医師は、治験事務局にモニタリングおよび監査への対応について協

力を依頼することができる。 

 

１１－２ 調査への対応 

 規制当局あるいは治験審査委員会による調査が行なわれる旨の連絡があった場合

には、治験責任医師は、この調査に対応しなければならない。治験責任医師は、調査

担当官等の求めに応じて、原医療記録およびその他の原資料を閲覧に供する。また、

調査担当官等が要請する場合には治験分担医師および治験協力者等の治験関連スタ

ッフも調査に対応できるよう配慮する。 

 

１２．症例報告書等について 

 

１２－１ 症例報告書の作成 

１２-１-１ 症例報告書の記載は、治験責任医師および治験責任医師が作成した｢治験分担
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医師・治験協力者リスト｣（書式２または(医)書式２）に分担させる業務として記載

された者のみが記載することができる。 

１２-１-２ 治験責任医師および治験分担医師は、症例報告書を治験実施計画書に従って

作成し、氏名を記載する。 

１２-１-３ 治験責任医師は、治験分担医師または治験協力者が症例報告書を作成した場

合にはその症例報告書を点検、確認し、治験分担医師または治験協力者の氏名記載に

加えて、自らの氏名を記載した上で、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者に

提出し、医師主導治験にあっては自らが適切に保存する。 

１２-１-４ 症例報告書中のデータのうち原資料に基づくものは、そのデータが原資料と

矛盾しないものでなければならない。原資料との何らかの矛盾がある場合には、治験

責任医師はその理由を説明する記録を、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者

に提出し、医師主導治験にあっては自らが適切に保存して、その写し１部を治験事務

局に提出する。 

１２-１-５ 治験責任医師は、症例報告書の変更または修正を行なう場合には、治験依頼

者から提出されたまたは自ら治験を実施する者が作成した手引き（記載要領等）に従

わなければならない。症例報告書のいかなる変更または修正にも、記載者は、修正日

の記入および捺印または署名がなされ、評価に影響を及ぼすような重大な変更につい

てはその理由を記載しなければならない。変更または修正は、当初の記載内容を不明

瞭にするものであってはならない。 

 

１２－２ 症例報告書の保存 

 治験責任医師は、治験依頼者による治験にあっては治験依頼者に提出した症例報告

書の写し 1 部、医師主導治験にあっては自らが保存する症例報告書の写し 1 部を治

験事務局に提出する。 

 

１３．継続審査 

 

１３－１ 治験責任医師は、治験の期間が 1年を越える場合には、1年に１回以上または治

験審査委員会が定めた頻度で（ただし 1回目の継続審査は契約から 11ヶ月経過時点

までに行う）、治験審査委員会の継続審査を受ける。 

 

１３－２ 治験責任医師は、継続審査を受ける場合は、「治験実施申請書」（(医)書式３：

医師主導の治験の場合）および「治験実施状況報告書」（書式 11または（医）書式

11）を治験事務局を通じ、院長に提出する。 

 

１４．治験の終了 
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１４－１ 治験の終了 

１４-１-１ 治験責任医師は治験依頼者による治験が終了した場合には、治験実施計画書

に従い、治験依頼者に報告する。  

１４-１-２ 治験が終了した場合には、治験責任医師は、治験事務局を通じ院長にその旨

および治験結果の概要を｢治験終了（中止・中断）報告書｣（書式 17 または（医）書

式 17）をもって報告しなければならない。 

 

１４－２ 治験の中止等 

１４-２-１ 治験依頼者による治験において治験依頼者により、治験が何らかの理由で中

止または中断された場合には、治験責任医師は被験者に速やかにその旨を通知し、

被験者に対する適切な医療と事後処理を行なう。また、治験分担医師は、治験責任

医師の指導・監督のもとに、被験者に速やかにその旨を通知し、被験者に対する適

切な医療と事後処理を行なう。 

１４-２-２ 治験責任医師または治験分担医師が治験を中止または中断した場合には、治

験責任医師は院長に速やかにその旨を｢治験終了（中止・中断）報告書｣（書式 17ま

たは（医）書式 17）をもって報告するとともに、中止または中断について文書によ

り詳細に説明を行なう。 

 

１５．記録の保存 

 

治験責任医師は、治験に係る必須文書（診療記録、Ｘ線フィルム類および臨床試験デー

タを除く）の保存を治験事務局に依頼するものとする。各治験責任医師に関与した治験資

料の最終的保存責任は、治験事務局にそれを依頼しない限り、治験責任医師の責任である。

治験事務局への記録の保存や管理の責任委譲は、全ての必須文書が存在していることを確

認された後に行なわれる。なお、病院ですでに保管されている必須文書と重複している文

書については、いずれか 1部のみを保管することも可能とする。 

 

１６．自ら治験を実施しようとする者の業務（治験の準備） 

 

１６－１ 治験実施体制  

１６-１-１ 自ら治験を実施しようとする者は、治験の実施の準備および管理に関して下

記に掲げる業務手順等を作成しなければならない。 

（１）治験実施計画書および症例報告書の様式作成に関する手順 

（２）治験薬等概要書の作成に関する手順 

（３）説明文書の作成に関する手順 
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（４）被験者の健康被害補償方策に関する手順 

（５）治験使用薬の管理に関する手順 

（６）モニタリングに関する手順 

（７）安全性情報の取扱いに関する手順 

（８）監査に関する計画書および業務に関する手順 

（９）多施設共同治験において実施医療機関間の調整を行う医師若しくは歯科医師

（以下「治験調整医師」という）または複数の医師若しくは歯科医師（以下「治

験調整委員会」という）への業務の委嘱の手順 

（10）効果安全性評価委員会（独立データモニタリング委員会）審議の手順 

（11）記録の保存に関する手順 

（12）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とされる手

順 

１６-１-２ 自ら治験を実施しようとする者は、治験の実施の準備および管理にかかわる

業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者として、医学専門家ならびに治

験実施計画書、治験薬等概要書等の作成・改訂、データの取扱い、統計解析の実施、

総括報告書の作成等、治験の全過程を通じて活用されるべき者を、院内だけでなく

外部の専門家（生物統計学者、臨床薬理学者等）も含めて組織し、医師主導治験の

実施体制を整える。 

 

１６－２ 非臨床試験成績等の入手 

自ら治験を実施しようとする者は、治験薬等提供者と協議の上、治験実施時点におけ

る科学的水準に照らし適正な被験薬、被験機器または被験製品（以下「被験薬等」とい

う）の品質、有効性及び安全性に関する情報等、必要な資料を入手する。必要な資料の

入手または情報の提供については、治験薬等提供者と協議し、契約を締結するなど必要

な措置を講じる。 

 

１６－３ 治験実施計画書の作成および改訂  

１６-３-１ 自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画

書を作成するものとする。 

（１）自ら治験を実施しようとする者の氏名および住所 

（２）治験の実施の準備および管理に係る業務の全部または一部を委託する場合にあっ

ては、受託者の氏名、住所および当該委託に係る業務の範囲 

（３）治験の実施に係る業務の全部または一部を委託する場合にあっては、受託者の氏

名、住所および当該委託に係る業務の範囲 

（４）実施医療機関の名称および所在地 

（５）治験の目的 
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（６）治験使用薬の概要 

（７）治験薬等提供者の氏名および住所 

（８）治験の方法 

（９）被験者の選定に関する事項 

（10）原資料の閲覧に関する事項 

（11）記録（データを含む）の保存に関する事項 

（12）１７-２に定める治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名 

（13）１７-２に定める治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医

師または歯科医師の氏名 

（14）１７-３に定める効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨 

１６-３-２ 当該治験が被験者に対して治験薬等の効果を有しないことおよび７-２-１に

定める同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨お

よび次に掲げる事項を治験実施計画書に記載するものとする。 

（１）当該治験が７-２-１に定める同意を得ることが困難と予測される者を対象にしな

ければならないことの説明 

（２）当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであ

ることの説明 

１６-３-３ 当該治験が７-１-２に掲げる者あるいは７-２-１に定める同意を得ることが

困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨および次に掲げる事項を治験

実施計画書に記載するものとする。 

（１）当該被験薬等が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回

避するため緊急に使用される医薬品等として、製造販売の承認を申請することを

予定しているものであることの説明 

（２）現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待

できないことの説明 

（３）被験薬等の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十

分にあることの説明 

（４）１７-３に定める効果安全性評価委員会が設置されている旨 

１６-３-４ 自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬の品質、有効性および安全性

に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応

じ、当該治験実施計画書を改訂する。 

 

１６－４ 治験薬等概要書の作成および改訂    

１６-４-１ 自ら治験を実施しようとする者は、１６－２で規定した情報に基づいて次に

掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成する。 

（１）被験薬の化学名又は識別記号 



東京都立駒込病院                           （治験責任医師） 

第二十一版（20221214） 

 17 

（２）品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項 

（３）臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項 

１６-４-２ 自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、有効性および安全性に関

する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、

当該治験薬概要書を改訂する。 

１６-４-３ 医療機器または再生医療等製品に係る治験においては、１６-４-１および１

６-４-２の規定に準じて、治験機器概要書または治験製品概要書の作成および改訂を

行うものとする。 

 

１６－５ 被験者に対する補償措置    

自ら治験を実施しようとする者は、治験に関連して被験者に生じた健康被害（治験の

実施の準備、管理又は実施に係る業務の一部を委託した場合に生じたものを含む）に対

する補償措置として、保険への加入の措置、副作用等の治療に関する医療体制の提供そ

の他必要な措置を講ずる。 

 

１６－６ 院長への文書の事前提出    

 自ら治験を実施しようとする者は、４－５および４－６に掲げる必要文書を院長に提

出し、治験の実施の承認を得なければならない。 

 

１６－７ 治験計画等の届出    

１６-７-１ 自ら治験を実施しようとする者は、医薬品医療機器等法第８０条の２第２項

および同法施行規則第 268 条の規定により次に示す薬物に係る治験を実施するにあた

って、その計画を厚生労働大臣に届け出る。 

（１）日本薬局方に収められている医薬品および既承認医薬品と有効成分が異なる薬物 

（２）日本薬局方に収められている医薬品および既承認医薬品と有効成分が同一の薬物

であって経路が異なるもの 

（３）日本薬局方に収められている医薬品および既承認医薬品と有効成分の配合割合が

異なる薬物（（１）及び（２）に示すもの、類似処方医療用配合剤として製造販売

の承認の申請を行うことを予定しているもの並びに医療用以外の医薬品として製

造販売の承認の申請を行うことを予定しているものを除く） 

（４）日本薬局方に収められている医薬品および既承認医薬品と有効成分が異なる医薬

品として製造販売の承認を与えられた医薬品であってその製造販売の承認のあっ

た日後再審査期間を経過していないものと有効成分が同一の薬物 

（５）生物由来製品であることが見込まれる薬物（（１）から（４）までに示すものを

除く） 

（６）遺伝子組換え技術を応用して製造される薬物（（１）から（４）までに示すもの
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を除く） 

ただし、（２）から（６）までに示す薬物について生物学的な同等性を確認するための

試験を行うものを除く。 

１６-７-２ 自ら治験を実施しようとする者は、医薬品医療機器等法第８０条の２第２項

および同法施行規則第 274 条の規定により医療機器に係る治験、または同法第８０条

の２第２項および同法施行規則第 275 条の２の規定により再生医療等製品に係る治験

を実施するにあたって、その計画を厚生労働大臣に届け出る。 

１６-７-３ 自ら治験を実施しようとする者は、前２項の届出後に当該届出に係る事項を

変更したときまたは当該届出に係る治験を中止し、若しくは終了したときは、その内

容および理由等を厚生労働大臣に届け出る。 

１６-７-４ 前３項の治験実施計画書に基づく治験計画等の届出は治験調整医師または治

験調整委員会に委嘱することができる。 

 

 

１７．自ら治験を実施する者の業務（治験の管理） 

 

１７－１ 治験薬等の入手・管理等 

１７-１-１ 自ら治験を実施する者は、自ら治験薬を製造せず治験薬提供者から入手する

場合、治験薬の品質確保に関して治験薬提供者との間で文書等により、下記をはじめ

とした必要項目について明確な取り決め等を行うものとする。 

（１）治験薬の提供時期、提供手段、必要数量 

（２）治験薬製造記録の提供 

（３）治験終了時までの治験薬ロットサンプルの保存 

（４）治験薬ロットサンプルの経時的分析記録の提供 

１７-１-２ 自ら治験を実施する者は、下記の事項を自ら遵守するとともに治験薬提供者

から治験使用薬の提供を受ける場合は治験薬提供者にその遵守を求める。 

（１）治験薬の容器または被包に次に掲げる事項を邦文で記載する。なお、国際共同治

験において複数の国や地域において英文で記載された共通の治験薬を用いる場合

は、治験実施計画書にその旨を記載し、治験審査委員会の承認を得たものについて

英文記載でも可とする。 

・治験用である旨 

・自ら治験を実施する者または治験調整医師の氏名および職名並びに住所 

・化学名または識別番号 

・製造番号または製造記号 

・貯蔵方法、使用期限等を定める必要のあるものについては、その内容 

（２）治験薬に添付する文書、その治験薬またはその容器若しくは被包（内袋を含む）
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には、次に掲げる事項を記載してはならない。 

・予定される販売名 

・予定される効能または効果 

・予定される用法または用量 

１７-１-３ 自ら治験を実施する者は、治験計画届出書を提出し、受理されたことを確認

した後に治験薬提供者より治験薬を入手する。ただし、１６-７-１の（１）から（３）

までに掲げる薬物にあっては、治験計画の届出提出後 30日を経過した後に治験薬を入

手するものとする。 

１７-１-４ 自ら治験を実施する者は、盲検法による治験では、治験薬のコード化及び包

装に際して、医療上の緊急時に当該治験薬がどの薬剤であるかを直ちに識別できるよ

う必要な措置を講じておく。また、盲検法による治験では盲検が破られたことを検知

できるよう必要な措置を講ずる。 

１７-１-５ 自ら治験を実施する者は、治験薬提供者から治験薬を入手する場合の輸送お

よび保存中の汚染や劣化を防止するため必要な措置を講じておく。 

１７-１-６ 自ら治験を実施する者は、治験薬提供者より治験薬又は治験使用薬に関する

次に掲げる情報を入手し、記録を作成するものとする。 

（１）治験薬の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録および治験薬の

安定性等の品質に関する試験の記録 

（２）治験使用薬を入手し、または治験薬提供者から提供を受けた場合にはその数量お

よび年月日の記録 

（３）治験使用薬の処分の記録 

１７-１-７ 自ら治験を実施する者は、院長による治験の実施の承認後遅滞なく、当院に

おける治験使用薬の管理に関する手順書を作成し、これを院長に交付する。また、必

要に応じ、治験薬の溶解方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験

分担医師、治験協力者および治験薬管理者に交付する。 

１７-１-８ 自ら治験を実施しようとする者は、治験機器および治験製品についても、前 7

項に準じて入手・管理を行うものとする。 

 

１７－２ 治験調整医師及び治験調整委員会 

１７-２-１ 自ら治験を実施する者は、共通の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機

関において共同で治験を実施する場合には、以下に掲げる治験実施計画書の解釈その他

の治験の細目について調整する業務を治験調整医師または治験調整委員会に委嘱する

ことができる。 

（１）治験中に生じた治験実施計画書の解釈上の疑義の調整 

（２）治験の計画の届出 

（３）複数医療機関間の副作用情報の通知に関する業務 

（４）厚生労働大臣への副作用等報告の業務 
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（５）その他の治験の細目についての多施設間の調整 

１７-２-２ 自ら治験を実施する者は、治験調整医師または治験調整委員会に委嘱する場

合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を当該治験ごとに作成

しなければならない。 

 

１７－３ 効果安全性評価委員会の設置 

１７-３-１ 自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否または治験実施計画書の変更に

ついて審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。 

１７-３-２ 効果安全性評価委員会は、自ら治験を実施する者、治験責任医師等、治験調

整医師、治験審査委員会の委員、治験薬提供者および院長は効果安全性評価委員会の委

員になることはできない。 

１７-３-３ 自ら治験を実施する者は、効果安全性評価委員会を設置した場合には委員会

の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。また、

審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。 

１７-３-４ 自ら治験を実施する者は、効果安全性評価委員会を設置した場合には当該治

験の中間段階において治験の継続等の評価を行うための具体的な基準を明確化し、予め

治験実施計画書に記載しなければならない。 

 

１７－４ 治験に関する副作用等の報告 

１７-４-１ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性および安全性に関する

事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、および検討するとともに院

長および治験薬等提供者に対し、これを提供しなければならない。 

１７-４-２ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬について医薬品医療機器等法第 80条の

2第 6項または第 68条の 10に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を院長、他

の医療機関の治験責任医師（多施設共同治験の場合）および治験薬等提供者に「安全性

情報等に関する報告書」（(医)書式 16）により報告する。 

１７-４-３ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性および安全性に関する

事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、１６－

３あるいは１６－４に従って治験実施計画書および治験薬概要書を改訂する。 

 

１７－５ モニタリング 

１７-５-１ 自ら治験を実施する者は、当該治験のモニタリングに関する手順書を作成し、

治験審査委員会の意見を踏まえて、当該手順書に従って、モニタリングを実施させなけ

ればならない。 

１７-５-２ 自ら治験を実施する者は、モニタリングに必要な科学的および臨床的知識を

有する者をモニターとして指名する。モニターの要件および氏名はモニタリングの手順

書に明記する。なお、モニターは当院において当該治験に従事してはならない。 
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１７-５-３ 自ら治験を実施する者は、当院でモニタリングが行われた場合には、モニタ

ーより「治験モニタリング・監査結果報告書」（第７号様式）を受け、実施状況を治験

事務局を通じて院長および治験審査委員会に報告する。 

 

１７－６ 監査 

１７-６-１ 自ら治験を実施する者は、当該治験の監査に関する計画書および業務に関す

る手順書を作成し、治験審査委員会の意見を踏まえて、当該計画書および手順書に従っ

て、監査を実施させなければならない 

１７-６-２ 自ら治験を実施する者は、教育・訓練と経験により監査を適切に行いうる要

件を満たしている者を監査担当者として指名する。監査担当者の要件と監査担当者は監

査に関する手順書に明記する。なお、監査担当者は当院において当該治験の実施（その

準備及び管理を含む）およびモニタリングに従事してはならない。 

１７-６-３ 自ら治験を実施する者は、当院で監査が行われた場合には、監査担当者より

「治験モニタリング・監査結果報告書」（第７号様式）および監査証明書を受け、実施

状況を治験事務局を通じて院長および治験審査委員会に報告する。 

 

１７－７ 治験の中止等 

１７-７-１ 自ら治験を実施する者は、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支障を及ぼしたと認める場合（７-５-１に規定する場合を除

く）には、当院における治験を中止しなければならない。 

１７-７-２ 自ら治験を実施する者は、治験を中断または中止する場合には、速やかにそ

の旨およびその理由を院長に｢治験終了（中止・中断）報告書｣（（医）書式１７）によ

り報告しなければならない。 

１７-７-３ 自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験成績に関する

資料が承認申請書に添付されないことを知り得た場合には、その旨およびその理由を院

長に｢開発の中止等に関する報告書｣（（医）書式１８）により報告しなければならない。 

 

１７－８ 治験総括報告書の作成 

 自ら治験を実施する者は、治験を終了または中止した場合には、治験総括報告書を作成

し、監査証明書を添付して保存する。なお、多施設共同治験にあっては、各治験責任医師

が共同で治験総括報告書を作成することができる。 

 

１８．治験責任医師標準業務手順書の改訂 

  

 治験責任医師標準業務手順書の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承認により

発効する。 

 



東京都立駒込病院                               （治験薬管理） 

第二十一版（20221214） 

 1 

東京都立駒込病院治験薬等管理標準業務手順書 

 

本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、ＧＣＰ

省令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて、

治験薬等管理者および薬剤科職員が行うべき業務手順を定めたものである。 

 

１．治験薬等管理者の定義 

 

１－１ 院長は治験薬管理者として薬剤科長に準ずる職の薬剤師を、治験機器および治験

製品管理者として副院長を指名する。ただし、麻薬の治験の場合は薬剤科長を治験

薬管理者とする。 

 

１－２ 院長は、治験薬等の管理責任の全てを治験薬等管理者に委任する。 

 

１－３ 治験薬管理者は、治験事務局員を兼ねる。 

 

２．治験薬等管理者の責務 

 

２－１ 治験薬等管理者は、原則として当院内で実施されるすべての治験の治験薬等を管

理する。但し、診療上やむを得ない理由等により、診療科において治験薬等を保管す

る場合、治験責任医師が、その保管責任を負う。 

 

２－２ 治験薬等管理者は、治験依頼者または自ら治験を実施する者の定める手順書およ

びＧＣＰ省令を遵守して治験薬等を保管しなければならない。 

 

２－３ 治験薬等管理者は、必要に応じて治験薬等管理実務担当者をおき、自らの管理の

下に治験薬等管理者の業務を遂行させることができる。 

 

２－４ 治験薬等管理者は、治験薬等の出納について不整合を認めた場合、速やかに院長

に報告する。 

 

3．治験使用薬受領までの業務 

３－１ 治験薬管理者は、治験審査委員会事務局より承認となった治験薬の治験薬概要書、

治験実施計画書および治験申請必須様式、「治験審査結果通知書」（書式５または(医)

書式５）の写し等を入手する。 

３－２ 治験薬管理者は、治験依頼者または自ら治験を実施する者が作成した治験使用薬
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の管理に関する手順書を入手しなければならない｡手順書には、次にあげる事項が規

定されていることを確認する。 

（１） 治験使用薬の受領 

（２） 治験使用薬の取扱い 

（３） 治験使用薬の保管 

（４） 治験使用薬の管理 

（５） 治験使用薬の処方 

（６） 未使用治験使用薬の被験者からの回収 

（７）治験依頼者または治験薬提供者への返却またはその他の処分 

 

３－３ 治験依頼者または自ら治験を実施する者が作成した治験使用薬の管理に関する手

順書の内容をよく検討し､当院の治験使用薬管理手順との整合性を得る。 

 

３－４ 治験薬管理者は、治験使用薬を受領する前に、契約の締結を確認する。 

 

３－５ 治験薬管理者は、治験使用薬を受領する前に治験依頼者または治験薬提供者と次

にあげる事項について、打ち合わせを行う。 

 （１）治験使用薬管理表作成に関すること 

 （２）治験使用薬処方等に関すること 

 （３）治験使用薬の受領形態や保管に関すること 

 （４）治験使用薬の交付および回収に関すること 

 （５）治験概要および治験依頼者または治験薬提供者による実施計画の説明会に関する

こと 

 （６）治験使用薬との併用禁止および注意薬一覧表に関すること 

 （７）被験者への服薬指導に関すること 

 

３－６ 治験薬管理者は、治験開始前に薬剤科内で治験依頼者または治験薬提供者による

説明会を設定する。 

 

４．治験使用薬の受領 

 

４－１ 治験薬管理者は、治験使用薬を受領の際、納入書を受け取り、受領書を治験依頼

者または治験薬提供者に交付する。 

 

４－２ 治験薬管理者は､治験薬を受領の際、治験薬またはその容器もしくは被包に次にあ

げる事項が記載されていることを確認する。 
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（１） 治験用である旨 

（２）治験依頼者の氏名（医師主導の治験にあっては自ら治験を実施する者または治験

調整医師の氏名）および住所 

（３）化学名または識別記号 

（４）製造番号または製造記号 

（５）保管方法、有効期間等を定める必要のあるものについては、その内容 

 

４－３  治験薬管理者は、治験薬受領時に治験薬に添付する文書、その治験薬またはその

容器もしくは被包(内包を含む)に､次に掲げる事項を記載していないことを確認する。 

（１） 予定される販売名 

（２） 予定される効能、効果 

（３） 予定される用法または用量 

 

５．治験使用薬の保管管理 

 

５－１ 治験薬管理者は、治験使用薬出納簿を作成し､投薬記録表、治験使用薬処方箋等と

照合して保管管理する。 

 

５－２ 治験薬管理者は、治験使用薬を一般診療薬および他の治験使用薬と明確に区分し

保管管理するために以下のことを行うものとする。 

（１）  治験使用薬専用のロッカーに治験使用薬を保管する。 

（２） 治験使用薬専用のロッカーに治験使用薬、治験使用薬投与記録表、依頼者または

自ら治験を実施する者により作成された治験使用薬管理手順書、治験実施計画書、

その他治験使用薬交付に必要な資料を保管する。 

 

５－３ 治験薬管理者は、治験使用薬を適正に管理できるように下記のものを作成する。 

（１）治験使用薬の保管・管理記録 

（２）治験使用薬投与記録表 

（３）治験使用薬との併用禁止および注意薬一覧表 

（３） その他治験使用薬交付に必要な資料 

 

５－４ 治験薬管理者は、治験使用薬を適正に管理できるよう下記のものを随時、治験事

務局より入手する。 

 （１）実施治験一覧表 

 （２）被験者一覧表 

 （３）治験使用薬管理上必要な変更届等の写し 
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５－５ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の保管管理につい

ては、当院における手順に基づき実施できる。 

 

６．治験使用薬管理表および治験使用薬出納簿の記録 

 

６－１ 治験薬管理者は、治験使用薬処方箋等、治験使用薬管理表、治験使用薬出納簿の

記録を確認し、被験者ごとの使用状況および当該治験の進行状況を把握する。 

 

６－２ 治験薬管理者は、治験使用薬の返却の連絡を受けた場合、治験使用薬名および数

量を確認し、治験使用薬管理表、治験使用薬出納簿にその旨を記載する。 

 

６－３ 治験薬管理者は、治験使用薬の出納について不整合を認めた場合、速やかに、院

長および治験責任医師に報告する。 

 

６－４ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の記録については、

当院における手順に基づき実施できる。 

 

７．治験依頼者への治験使用薬の返却 

 

７－１ 治験薬管理者は、治験期間の終了した治験使用薬および契約症例数の終了した治

験使用薬を治験依頼者または治験薬提供者に返却する。 

 

７－２ 治験薬管理者は、治験依頼者または治験薬提供者に治験使用薬を返却する際、治

験使用薬返却書を交付し､治験使用薬回収書を受領する。 

 

７－３ 治験薬管理者は、治験使用薬を返却する際に治験使用薬管理表、治験使用薬出納

簿等と残数を確認する。 

 

７－４ 治験薬管理者は、他施設で未終了等の理由で回収されない場合、その旨を記載し、

実施中の治験使用薬と区別して保管する。 

 

７－５ 治験薬管理者は、二重盲検試験の際は封印の確認を行なう。 

 

７－６ 治験薬管理者は、治験使用薬出納簿に必要事項を記入する。 

 

７－７ 治験薬管理者は、交付された治験使用薬において欠陥品の混入を発見した場合は
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速やかに治験依頼者または治験薬提供者に返却する。 

 

８．治験使用薬の保管に関する記録の作成および保存 

 

８－１ 治験使用薬の保管に関する記録には、日付、数量、製造番号または製造記号、組

番、使用期限（必要な場合）ならびに治験使用薬および被験者識別コードを含むもの

とする。 

 

８－２ 治験実施計画書に規定された量の治験使用薬が、被験者に投与されたことを示す

記録を作成し、保存する。 

 

８－３ 治験依頼者または治験薬提供者から受領した全ての治験使用薬の数量が、正しく

管理されたことを示す記録を作成し、保存する。 

 

８－４ 治験使用薬管理に関する原資料（治験使用薬管理表、治験使用薬出納簿等）は、

治験終了後、治験事務局に保存する。 

 

８－５ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の記録の作成およ

び保存については、当院における手順に基づき実施できる。 

 

９．モニタリング、監査および調査への協力 

  

治験薬管理者は、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

ニタリングおよび監査ならびに治験審査委員会および国内外の規制当局による調査を受け

入れる。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会または規制当局の求

めに応じ、原資料等の治験薬管理関連書類を直接閲覧に供する。 

 

１０．治験使用薬の調剤 

 

10－１ 治験使用薬の調剤は、薬剤科の薬剤師が行う。 

 

10－２ 治験使用薬の調剤者は、治験使用薬処方箋等に記載された科名、医師名等を確認

する。 

 

10－３ 治験使用薬の調剤者は、被験者の同意取得を確認する。 
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10－４ 治験使用薬の調剤者は、症例数や治験期間を実施計画書や治験使用薬管理表より

照合し、逸脱がないことを確認する。 

 

10－５ 治験使用薬の調剤者は、原則として調剤鑑査者の立ち会いのもとで調剤し、治験

薬使用管理表の必要事項を記入する｡ 

 

10－６ 治験使用薬の調剤者は、治験使用薬管理表に被験者のイニシャル、医師名、処方

量（投与日数）、処方日、組番等を記入する。 

 

10－７ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の調剤については、

当院における手順に基づき実施できる。 

 

１１．治験使用薬の交付 

 

11－１ 治験使用薬の交付は、薬剤科の薬剤師が行う。 

 

11－２ 治験使用薬を外来患者に交付する場合は、治験に参加していることを確認し、治

験責任医師の了解後、服用に関する注意などを説明することができる。 

 

11－３ 治験使用薬を交付する際、治験使用薬等（空箱、空瓶等を含む）の回収について

説明し、説明書がある場合は添付する。 

 

11－４ 治験使用薬を交付する際、外来患者の場合は交付者、入院患者の場合は病棟担当

者または治験コーディネーターが受領した旨を記録する。 

 

11－５ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の交付については、

当院における手順に基づき実施できる。 

 

１２．治験使用薬の薬剤科への返却 

 

12－１ 被験者から直接治験使用薬（外箱、空ビン等を含む）の返却をうけた薬剤師は、

主治医と協議の上、返却数量および返却となった理由等を確認し、治験使用薬管理表

に記入後、治験薬管理者に連絡する。 

 

12－２ 医療関係者より治験使用薬（外箱、空ビン等を含む）の返却を受けた薬剤師は、

治験使用薬名、被験者名、返却数量および治験責任医師あるいは治験分担医師に理由
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等を確認後、治験使用薬管理表に記入し、治験薬管理者に連絡する。 

 

12－３ 当院が在庫として保管するものの中から使用する治験使用薬等の返却については、

当院における手順に基づき実施できる。 

 

１３．治験薬等管理標準業務手順書の改訂 

 

 治験薬等管理標準業務手順書の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承認により

発効する。 
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東京都立駒込病院治験コーディネーター標準業務手順書 

本標準業務手順書は、当院の治験（製造販売後臨床試験を含む）の実施に際し、GCP 省

令、地方独立行政法人東京都立病院機構治験取扱要綱およびその他関連通知に基づいて治

験コーディネーターの業務手順を定めたものである。 

 

１．治験コーディネーターの定義 

  

 治験コーディネーターは、治験責任医師に協力し、当院での治験の実施を適正かつ安全

に実施する医療関係者をいう。 

 

２．治験コーディネーターの業務 

 

２－１ 治験事務局標準業務手順書に従い治験に係る業務を行う。 

  

２－２ 治験協力者として院長により了承された者が「治験分担医師・治験協力者リスト」

（書式２または(医)書式２）に記載された業務範囲を協力する。 

 

２－３ 治験協力者として治験責任医師の指導、監督のもと、治験の実施に協力する。 

  （詳細は、本手順書 以下に記す。） 

 

３．治験協力者としての業務分担 

３－１ 業務の分担 

３-１-１ 治験協力者として分担された業務を行う。 

３-１-２ 業務分担は、治験責任医師との話し合いにより決定する。 

３-１-３ 決定した業務分担は、治験責任医師により「治験分担医師・治験協力者リスト」

（書式２または(医)書式２）にて院長に報告し了承を得る。 

 

４．インフォームド・コンセント 

 

４－１ 治験責任医師が許可した場合、インフォームド・コンセントに同席することがで

きる。（ インフォームド・コンセントには可能な限り同席することが望ましい。） 

４－２ 治験責任医師の依頼に基づき、説明の補助をすることができる。 

４-２-１ 治験の参加に関し、被験者に強制したり、不当な影響を及ぼしてはならない。 

４-２-２ 説明に際して、口頭で提供される情報には、被験者に権利を放棄させるか、それ

を疑わせる語句、又は治験責任医師、治験分担医師、治験協力者、医療機関若しくは
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治験依頼者の法的責任を免除するか、それを疑わせる語句が含まれてはならない。 

４-２-３ 被験者となるべき者が、治験を参加するか否かを判断するための質問に対して、

被験者となるべき者又は代諾者となるべき者が満足するように治験責任医師の監督

の下、答えなければならない。 

 

４－３ 説明の補助を行った場合、同意文書の説明補助者欄に署名をし、日時を記入する。 

   （総則５-４-１との整合性） 

 

５．治験の実施中の業務 

 

５－１ 治験審査委員会において承認を得た分担業務を治験責任医師の指導、監督を受け、

実施する。なお、治験の遂行に関し、治験責任医師、治験分担医師ならびにその他の

治験協力者に助言することができる。 

 

５－２ 治験責任医師が許可した場合、被験者と直接面談することができる。 

５-２-１ 治験への参加の継続に関し、被験者に強制したり不当な影響を及ぼしてはならな

い。 

５-２-２ 治験への参加の継続に関し、面談した事実および問題点は、速やかに治験責任医

師に文書にて連絡しなければならない。 

 

５－３ 治験実施計画書遵守状況、症例報告書記載事項を確認し、問題点がある場合、速や

かに治験責任（分担）医師に報告しなければならない。 

 

５－４ 治験事務局への報告 

５-４-１ 治験責任医師との調整により分担された業務を治験事務局に報告する。 

５-４-２ 治験の進捗状況を把握し、治験事務局に報告する。 

５-４-３ 治験の終了後、行った業務の要約を治験事務局に報告する。 

 

５－５ 治験薬等管理者との調整 

５-５-１ 治験の登録の決定を治験薬等管理者に連絡する。 

５-５-２ 治験薬等の交付および回収が円滑に進むように協力しなければならない。 

 

５－６ 治験に伴う被験者の負担を軽減するための経費（治験協力費）への協力 

５-６-１ 治験責任（分担）医師とともに外来被験者の来院を確認する。 

５-６-２ 外来被験者に対し、治験協力費が支払われるように協力しなければならない。 
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６．モニタリング・監査および調査への協力 

 

 治験責任医師より、依頼があった場合、モニタリング及び監査に同席し、対応に協力す

る。 

 

７． 治験コーディネーター標準業務手順書の改訂 

  

 治験コーディネーター標準業務手順書の改訂は、治験事務局において発議し、院長の承

認により発効する。 
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