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○治験実施細則
(平成16年3月1日15保事総第552号)

改正 平成18年6月30日18保事総第173号 平成21年3月31日20保事事第304号
平成22年3月5日21保事事第329号 平成24年3月29日23保事事第346号
平成25年2月18日24保事事第316号

(通則)
第1条　治験取扱要綱(平成16年１月28日付15保事総第551号。以下「要綱」という。
)に基づく病院及び所における治験の実施に係る必要事項については、この細則に
定めるところによる。

2　この細則における用語の意義は、要綱に定めるところによる。
3　この細則において、様式指定のないものは、「治験の依頼等に係る統一書式に
ついて（厚生労働省医政局研究開発振興課長通知）」に基づく書式により処理す
る。
(受託手続)
第2条　受託の手続は、次の各号によるものとする。
(1)　治験委託の依頼
要綱第8条の規定に基づく治験委託は、治験依頼者(以下「依頼者」という。)
が、依頼者の選定する治験責任医師とともに、「治験依頼書」により行い、「
治験に係る経費算出表」(別記第1号様式)、「治験薬概要書の要旨」、「治験機
器概要書の要旨」(別記第2号様式)、医薬品GCP省令及び医療機器GCP省令に定
める文書及び治験審査委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める関係資
料を病院長又は所長に提出するものとする。ただし、病院長又は所長が審査を
依頼した他の委員会（複数の医療機関の長と共同で設置した治験審査委員会（
以下「共同委員会」という。）を含む。）において、別に規定がある場合はこ
の限りではない。

(2)　治験責任医師の履歴書の提出
治験責任医師は、前号の依頼を受けたときは、あらかじめ「履歴書」を病院
長又は所長に提出するものとする。

(3)　治験分担医師・治験協力者リストの提出
治験責任医師は、第1号の治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する
場合は、「治験分担医師・治験協力者のリスト」(以下「リスト」という。)及
び必要時に治験分担医師の履歴書を病院長又は所長に提出するものとする。

(4)　治験責任医師等の了承
病院長又は所長は、第1号により治験委託の依頼を受けたときは、依頼者の
選定に基づき治験責任医師を、治験分担医師又は治験協力者が存する場合は、
前号に掲げるリストに基づき治験分担医師及び治験協力者を了承するものとす
る。

(5)　委員会の審査
ア　病院長又は所長は、当該治験実施の可否について、「治験審査依頼書」に
より、委員会の審査に付さなければならない。
イ　委員会は、医薬品GCP省令又は医療機器GCP省令の規定に基づいて審査し
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、その結果を「治験審査結果通知書」により病院長又は所長に報告するもの
とする。
ウ　審査結果による治験実施計画書等の修正、変更等は「治験実施計画書等修
正報告書」によるものとする。

(6)　受託の決定
病院長又は所長は、前号により通知を受けた当該治験の実施の可否について
決定し、委員会の決定と同じである場合には「治験審査結果通知書」により、
異なる場合には「治験審査結果通知書」の写しとともに「治験に関する指示・
決定通知書」により、依頼者及び治験責任医師へ通知するとともに、治験薬又
は治験機器(以下「治験薬等」という。)管理者及び契約担当者に連絡する。

(7)　受託の報告
病院長又は所長は、要綱第9条第3項の規定により治験の受託を決定したとき
は、「受託研究報告書」(別記第4号様式)により、事務局長に半期ごとに報告す
るものとする。

(8)　受託契約
第6号により受託が決定された治験については、契約担当者は、依頼者と「
治験の受託に関する契約書」(別記第3号様式)により、治験の目的、内容、方法
、期間、目標とする被験者数及び治験に要する経費等を明記した受託契約を締
結しなければならない。ただし、病院長又は所長が審査を依頼した他の委員会
（共同委員会を含む。）において、別に規定がある場合にはこの限りではない
。

(委員会の構成等)
第3条　要綱第6条に定める委員会の構成は、次の職にある者とし、委員は病院長又
は所長が任命する。
(1)　副院長又は副所長(2人以上の副院長又は副所長を置く病院においては、病院
長または所長の指名する副院長又は副所長)

(2)　事務長
(3)　病院長又は所長の指名する診療科部長又は医長
(4)　薬剤科長
(5)　看護部長又は副看護部長
(6)　庶務課長
(7)　医事課長、専門課長（医事）又は医事係長

2　病院長又は所長は、前項に定める内部委員のほかに1名以上の当該病院又は所及
び病院長又は所長とは利害関係を有しない外部委員を指名し、その就任を委嘱す
る。

3　委員会委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4　当該治験の治験責任医師、治験分担医師又は治験協力者である委員は、説明す
るために院内委員会に出席することはできるが、審議、採決に参加することはで
きない。

5　院内委員会の事務局又は事務担当者は、各病院又は所で定めるものとする。
(治験事務局員の任命等)
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第4条　病院長又は所長は要綱第7条に規定する治験事務局の局員の任命を行うもの
とする。

2　治験事務局は、要綱第4条に掲げる手順書に定める業務を行うものとする。
(治験の実施)
第5条　要綱第12条第1項の規定による被験者又はその代諾者の同意は、同意書によ
るものとする。

2　前項の同意書の様式は、各病院又は所で定めるものとする。
3　治験の開始は、受託契約締結後とする。
4　依頼者は依頼した治験について、治験実施計画書等の一部を変更する場合は、
「治験に関する変更申請書」を病院長又は所長に提出するものとする。

5　依頼者及び治験責任医師は、特別の事由により、当該治験責任医師又は治験分
担医師を変更する必要がある場合には、事前に「治験に関する変更申請書」に「
治験分担医師・治験協力者リスト」及び必要時に新たに治験担当者等となる者の
「履歴書」を添えて病院長又は所長に申請するものとする。

6　病院長又は所長は、前2項の変更がやむをえないと認めたときは、委員会の審査
に付した上で、その決定が委員会の決定と同じ場合には「治験審査結果通知書」
により、異なる場合には「治験審査結果通知書」の写しとともに、「治験に関す
る指示・決定通知書」により、依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。

7　依頼者及び治験責任医師は、特別の事由により、治験協力者を変更する必要が
ある場合は、事前に「治験分担医師・治験協力者リスト」を病院長又は所長に提
出するものとする。

8　病院長又は所長は前2項により変更された治験分担医師及び治験協力者を「治験
分担医師・治験協力者リスト」に基づき了承する。
(実施状況報告等)
第6条　要綱第13条第1項の規定による報告は、「治験実施状況報告書」によるもの
とする。

2　要綱第13条第2項の規定による報告は、「重篤な有害事象に関する報告書」又は
「有害事象に関する報告書(製造販売後臨床試験用」によるものとする。

3　要綱第9条第5項第2号の規定による報告は、「安全性情報等に関する報告書」に
よるものとする。

4　病院長又は所長は、実施状況等について報告を受けた場合は、当該治験の継続
の可否について委員会の意見を聴き、委員会の決定と同じ場合には「治験審査結
果通知書」により、異なる場合には「治験審査結果通知書」写しとともに、「治
験に関する指示・決定通知書」により依頼者及び治験責任医師に通知するものと
する。
(治験結果の報告等)
第7条　要綱第14条第1項の規定による治験の終了、中止若しくは中断の報告は、「
治験終了(中止・中断)報告書によるものとする。

2　依頼者及び治験責任医師は、特別の事由により、当該治験の期間を変更する必
要がある場合は、事前に「治験に関する変更申請書」により病院長又は所長に申
請するものとする。
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3　病院長又は所長は、第1項の治験の終了、中止若しくは中断の報告を受けたとき
は、「治験終了(中止・中断)通知書」の写により委員会及び依頼者に通知するも
のとする。

4　病院長又は所長は、第2項の期間変更がやむを得ないと認めたときは、委員会の
審査に付した上で、その決定を委員会の決定と同じ場合は「治験審査結果通知書
」により、異なる場合には「治験審査結果通知書」写しとともに、「治験に関す
る指示・決定通知書」により、依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。

5　要綱第14条第3項及び第16条の規定による報告は、「開発の中止等に関する報告
書」によるものとする。

6　病院長又は所長は、当該治験を終了、中止若しくは中断又は期間変更を決定し
たときは、その決定を「受託研究報告書」(別記第4号様式)により、事務局長に半
期ごとに報告するものとする。
(治験実施計画等からの逸脱)
第8条　治験責任医師は、治験の実施に際して、被験者の緊急の危険を回避するた
めその他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書等に従わなかった場合に
は、「緊急の危険を回避するための治験実施計画書等からの逸脱に関する報告書
」により、可能な限り早急に病院長又は所長及び依頼者に報告しなければならな
い。

2　病院長又は所長は、前項により治験実施計画書からの逸脱について報告があっ
た場合は、当該治験の継続の可否について委員会に意見を聴き、委員会の決定と
同じ場合は「治験審査結果通知書」により、異なる場合には「治験審査結果通知
書」写しとともに「治験に関する指示・決定通知書」により依頼者及び治験責任
医師に通知する。また、病院長又は所長は、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」を受け、その写を治験責任医
師に提出する。
(治験薬等の管理)
第9条　要綱第17条に規定する治験薬等の管理者の任命は、「治験薬等管理者任命
書」(別記第8号様式)により行うものとする。

2　治験薬の管理は、原則として薬剤科長に準ずる職の薬剤師が行うものとする。
ただし、当該治験を実施する上で、医師又は歯科医師等が管理することが適当と
病院長又は所長が認めた場合はこの限りではない。

3　治験機器の管理は、原則として病院長又は所長が任命する者が行うものとする
。ただし、当該治験を実施する上で、医師又は歯科医師が管理が適当と病院長又
は所長が認めた場合はこの限りではない。

4　前2項のただし書きの規定により、医師又は歯科医師等が治験薬等を管理すると
きは、「治験薬等診療科管理申請書」(別記第5号様式)を病院長又は所長に提出す
るとともに、その使用等の状況を明確にしておかなければならない。

5　病院長又は所長は、第2項又は第3項により、診療科において医師又は歯科医師
が治験薬等を管理することを認めたときは、「治験薬等診療科管理承諾書」(別記
第6号様式)により、診療科責任者及び依頼者に通知するものとする。

6　治験薬等の管理については、依頼者が定めた手順書に従って適正に行わなけれ
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ばならない。
(モニタリング及び監査)
第10条　病院長又は所長は、要綱第19条に規定する依頼者からのモニタリング及び
監査を受け入れる場合は、事前に依頼者から「直接閲覧実施連絡票」を提出させ
るものとする。

2　病院長又は所長は、前項によりモニタリング及び監査を受け入れた場合は、「
治験モニタリング・監査結果報告書」(別記第7号様式)を提出させるものとする。
(治験に要する経費)
第11条　臨床試験研究経費、治験薬管理経費、治験機器管理経費、モニタリング、
監査等に要する経費及び被験者の負担を軽減するための経費に係る単価設定につ
いては、別表に定めることとする。

2　要綱第11条に規定する治験に要する経費は別途定めることとし、執行等につい
ては次の各号によるものとする。
(1)　治験に要する経費の受入れ
病院長又は所長は、治験に要する経費の全額を次の科目により受け入れるも
のとする。

(大科目)　医業収益
　 　(中科目)　その他医業収益
　 　 　(小科目)　その他医業収益
(2)　治験に要する経費の支出
ア　(1)に規定する受入額の管理費相当分を除く額を限度とし、原則として次の
科目により支出するものとする。

(大科目)　医業費用
　 　(中科目)　研究研修費
　 　 　(小科目)　研究材料費
　 　 　(小科目)　謝金
　 　 　(小科目)　図書費
　 　 　(小科目)　研究旅費
　 　 　(小科目)　研究雑費
イ　対象経費は、別表に掲げる経費とする。
ウ　執行方法は、次によるものとする。
治験に要する経費は、治験責任医師等の請求に基づき、原則として現物で

交付するものとし、その執行は庶務(担当)課で行うものとする。
エ　治験に要する経費の執行に当たっては、病院の経営費と明確に区分し、治
験ごとに経費の使途別内訳を明らかにしておかなければならない。
オ　協力費の支出に係わる必要事項は要綱第11条の規定により病院長又は所長
が決定するものとする。
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附　則
1　この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2　細則第2条に規定する「治験の受託に関する契約書」(別記第12号様式の1)は標準
契約書とし、本契約書に定めのない事項については必要に応じて依頼者と協議の
うえ定めるものとする。

附　則(平成18年6月30日18保事総第173号)
1　この細則は、平成18年7月1日から施行する。
2　細則第2条に規定する「治験の受託に関する契約書」(別記第13号様式の1)及び「
製造販売後臨床試験の受託に関する契約書」(別記第14号様式の1)は標準契約書と
し、本契約書に定めのない事項については必要に応じて依頼者と協議のうえ定め
るものとする。

附　則(平成21年3月31日20保事事第304号)
1　この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2　細則第2条に規定する「治験の受託に関する契約書」(別記第3号様式の1から4ま
で)及び「製造販売後臨床試験の受託に関する契約書」(別記第3号様式の5から8ま
で)は標準契約書とし、本契約書に定めのない事項については必要に応じて依頼者
と協議のうえ定めるものとする。この細則の施行前にした契約の様式は、なお効
力を有する。

附　則(平成22年3月5日21保事事第329号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則(平成24年3月29日23保事事第346号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。

附　則(平成25年2月18日24保事事第316号)
この細則は、平成25年3月1日から施行する。

別表
項目 対象経費 説明 対象外経費

研究材料
費

1　比較対象医薬品、検
査試薬等研究材料費

　 　2　研究用動物、飼料購
入
3　事務用・医療用消耗
品

謝金

1　治験審査委員会外部
委員に対する謝礼 　部外委員・講師等

に対する謝礼

　病院(所)内職員(治
験協力者)に対する謝



2015/01/30 8:59治験実施細則

7/9 ページfile:///Users/ponosoh/Documents/顧客フォルダ/1412_たまほく/素材/【北部】治験ＰＤＦ（じょうれいくん分）/00-2治験実施細則_do.htm

2　講師等に対する謝礼 礼

図書費 　内外書籍、新聞、雑
誌等の購入

　院(所)内図書委員会
で認められた図書類 　

研究旅費
1　学会出張旅費

　旅費規程による 　海外出張旅費2　研究会、研修会、打
合せ会等調査研究旅費

研修雑費

1　文献・書籍、各種資
料の借用複写料、スラ
イド作成、印刷料等

　研究補助者の雇上 1　会議等における
飲食費

2　各種臨床検査料 1　公社パート職員の
就業に関する要綱の
規定による。

2　参加者個人が負
担すべき年会費等の
学会経費

3　研究補助者等の賃金
等(治験コーディネータ
ーの雇用を含む)

2　賃金単価の設定に
ついては、予算執行
方針による。

　ア　個人会費等

4　研究用通信費 　 　イ　旅費を除く会
場費等諸経費

5　各種学会及び研究会
、研修会等の参加費(病
院又は所として負担す
べき会費)

　 3　1件20万円以上の
器械、器具の購入

6　協力費 　治験参加に伴い生
じる被験者の負担を
軽減するため、交通
費等実際にかかった
費用を弁償する意味
で支払う一定金額

　
7　その他治験審査委員
会が適当と認めたもの

　

第1号様式
治験に係る経費算出表
[別紙参照]

第2号様式の1
治験薬概要書の要旨
[別紙参照]
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第2号様式の2
治験機器概要書の要旨
[別紙参照]

第3号様式の1(医薬品：二者)
治験の受託に関する契約書
第3号様式の１　（医薬品：二者）

[別紙参照]

第3号様式の2(医薬品：三者)
治験の受託に関する契約書
第3様式の２（医薬品：三者）

[別紙参照]

第3号様式の3(医療機器：二者)
治験の受託に関する契約書
第3様式の３（医療機器：二者）

[別紙参照]

第3号様式の4(医療機器：三者)
治験の受託に関する契約書
第3様式の４（医療機器：三者）

[別紙参照]

第3号様式の5(製造販売後臨床試験　医薬品：二者)
製造販売後臨床試験の受託に関する契約書
第3号様式の５（製造販売後臨床試験　医薬品：二者）

[別紙参照]

第3号様式の6(製造販売後臨床試験　医薬品：三者)
製造販売後臨床試験の受託に関する契約書
第3号様式の６（製造販売後臨床試験　医薬品：三者）

[別紙参照]

第3号様式の7(製造販売後臨床試験　医療機器：二者)
製造販売後臨床試験の受託に関する契約書
第3号様式の７（製造販売後臨床試験　医療機器：二者）

[別紙参照]

第3号様式の8(製造販売後臨床試験　医療機器：三者)
製造販売後臨床試験の受託に関する契約書
第3号様式の８（製造販売後臨床試験　医療機器：三者）

[別紙参照]
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第3号様式　別紙1　削除

第3号様式　別紙2　削除

第4号様式
受託研究報告書
第4号様式

[別紙参照]
第4号様式（別紙）

[別紙参照]

第5号様式
治験薬等診療科管理申請書
[別紙参照]

第6号様式
治験薬等診療科管理承諾書
[別紙参照]

第7号様式
治験モニタリング・監査結果報告書
[別紙参照]

第8号様式
治験薬等管理者任命書
[別紙参照]


