
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人国立病院機構 

小倉医療センター臨床研究部 

研究業績年報 
 

第 14号 

（2017年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立病院機構小倉医療センター 

臨床研究部 



巻 頭 言 
 

 

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター  

院長  澄 井  俊 彦 

 

今年も当院の臨床研究部の活動をまとめた「臨床研究部業績集 2017 年度版」

を皆さまにお届けできることを嬉しく思います。 
 まず、今年の業績の中で私の目を引いたのは、薬剤部や臨床検査科のコメデ

ィカル部門からも英文での原著が発表されたことです。それも、当院の職員が

ファースト・ネームなので、その努力に敬意を表します。学会活動については、 
１年目の研修医の先生が担当した症例を内科学会地方会で発表し、「初期研修医

奨励賞」を受賞したことは大変嬉しい業績です。研修医にとっても自信と喜び

になるでしょうし、指導してくれた上級医にも感謝です。ただ、全体的に一般

講演はそれなりになされているようですが、シンポジウムでの発表数が少し寂

しい思いを抱くのは贅沢でしょうか。様々な臨床研究、特に、国立病院機構の

ネットワークを生かして多くの症例を集積する研究が散見されるのは意義深い

ことです。今後、各部署での益々の研鑽を期待しています。 
 本業績集は、学問的な活動の記録という意義のほかに、国立病院機構が担う

使命のひとつである「情報発信」の記録という側面もあると思います。このよ

うな視点からも、以下の項をご覧頂ければ幸いです。 
2016 年 12 月から始めた「春ヶ丘健康宅配便」というミニ出前講演には、様々

な内容で診療所や公民館からのご依頼を頂き、医療者や地域の人々に情報発信

を行うことができました。更なるご活用をお願い申し上げます。毎月 1～2 回開

催した「がん医療に関する学習会」は、小倉医師会の介護サービスセンターの

職員の方も参加もあり、当院の職員にとっても在宅医療の一面を窺い知る機会

となったようです。共に学ぶことができ、地域医療に多少なりとも貢献できた

と思います。病院祭「春ヶ丘祭」でも、来場くださった地域住民の方々に健康

に関わる講演をしました。「緩和研修会」では、他施設の医師や医療スタッフの

教育を行いました。 
 この冊子には、職員の沢山の想いが込められています。どうぞ、ゆっくりご

覧ください。 
最後に、本誌に記載された業績を残してくれた職員の皆さまに感謝いたしま

す。また、今回も本業績集の編集の労をお取りいただいた堤宣翁臨床研究部長、

および臨床研究部事務の近藤ひな子さんに深謝いたします。 
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臨床研究部長のことば 

 
 臨床研究部長  堤 宣翁 

 

 2017 年度の小倉医療センター臨床研究部の業績集をお届けいたします。 

 国立病院機構は診療事業、教育研修事業、臨床研究事業を行うことにより、医療の質

の向上、健康の増進に寄与するという、高い理念のもとに運営されていています。患者

さんの目線に立ち、国民に満足される安心で質の高い医療の提供、ネットワークを活用

した医療の科学的根拠を構築し我が国の医療の向上に貢献し、質の高い医療従事者の確

保・育成を柱としています。全国 143 の病院ネットワーク内に 10カ所の臨床研究セン

ター・76カ所の臨床研究部（小倉医療センターを含む）を設置しています。医学・医

療の発展に貢献し、国民の健康維持と疾病治療の発展に寄与する事を目的として、多施

設での共同研究を推進し、各政策医療分野を主体とする総合的な臨床研究を行っており

ます。そのために全国の関連病院の各種臨床データを用いて、新規薬剤に対する II 次・

III 次臨床試験などの各種治験や EBM推進のための大規模臨床研究、国立病院機構本部

主導臨床研究、高度先端医療技術の開発及び臨床導入なども行っています。 

 当小倉医療センターでも、成育医療・精神疾患・肝疾患などの政策医療や、多くのネ

ットワーク研究を行っております。これからも地域医療など臨床面での貢献とともに、

全国規模での臨床研究を通じて医学・医療の発展に貢献していきたいと思っております。 

 業績集編集のためにご苦労をおかけしました近藤ひな子さんに厚く御礼申し上げます。 

 なお、本誌をご高覧された皆様のご助言ご指導をたまわれば幸いに存じます。 
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医   局 

（A）論 文 

原著・総説・症例報告 

Ikezaki H, Nomura H, Furusyo N, Ogawa E, Kajiwara E, Takahashi K, Kawano A,  

Maruyama T, Tanabe Y, Satoh T, Nakamuta M, Kotoh K, Azuma K, Dohmen K,  

Shimoda S, Hayashi J： 

Efficacy of interferon-beta plus ribavirin combination treatment on the 

development of hepatocellular carcinoma in Japanese patients with chronic 

hepatitis C. 

Hepatol Res 46(3)：E174-80, 2016  

 

Ogawa E, Furusyo N, Yamashita N, Kawano A, Takahashi K, Dohmen K, Nakamuta M, 

Satoh T, Nomura H, Azuma K, Koyanagi T, Kotoh K, Shimoda S, Kajiwara E,  

Hayashi J; Kyushu University Liver Disease Study(KULDS) Group： 

Effectiveness and safety of daclatasvir plus asunaprevir for patients with 

hepatitis C virus genotype 1b aged 75 years and over with or without cirrhosis 

Hepatol Res 47(3)：E120-E131, 2017 

 

Ogawa E, Furusyo N, Nomura H, Dohmen K, Higashi N, Takahashi K, Kawano A,  

Azuma K, Satoh T, Nakamuta M, Koyanagi T, Kato M, Shimoda S, Kajiwara E,  

Hayashi J; Kyushu University Liver Disease Study (KULDS) Group： 

NS5A resistance-associated variants undermine the effectiveness of ledipasvir and 

sofosbuvir for cirrhotic patients infected with HCV genotype 1b 

J Gastroenterol 52(7)：845-54, 2017  

 

Ogawa E, Furusyo N, Nomura H, Dohmen K, Higashi N, TakahashiK, Kawano A,  

Azuma K, Satoh T, Nakamuta M, KoyanagiT, Kato M, Shimoda S, Kajiwara E,  

Hayashi J： 

Short-term risk of hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication 

following direct-acting anti-viral treatment 

Aliment Pharmacol Ther 47(1)：104-13, 2018  

 

 



Nishimura R, Toh U, Tanaka M, Saimura M, Okumura Y, Saito T, Tanaka T,  

Teraoka M, Shimada K, Katayama K, Koga T, Kurashita K, Hasegawa S, Todoroki H, 

Kai Y, Ohi Y, Toyoshima S, Arima N, Mitsuyama S, Tamura K： 

Role of HER2-Related Biomarkers (HER2,p95HER2, HER3, PTEN, and PIK3CA) in the 

Efficacy of Lapatinib plus Capecitabine in HER2-Positive Advanced Breast Cancer 

Refractory to Trastuzumab 

Oncology 93(1)：51-61, 2017 

 

Shigenobu Motoshima, Koji Yonemoto, Hideki Kamei, Michi Morita, Rin Yamaguchi： 

Prognostic implications of HER2 heterogeneity in gastric cancer 

Oncotarget 9(10)：9262-72, 2018 

 

Etsuro Nanishi, Hisanori Nishio, Hidetoshi Takada, Kenichiro Yamamura, Mitsuharu 

Fukazawa, Kenji Furuno, Yumi Mizuno, Kenjiro Saigo, Ryo Kadoya, Noriko Ohbuchi, 

Yasuhiro Onoe, Hironori Yamashita, Hideki Nakayama, Takuya Hara, Takuro Ohno, 

Yasuhiko Takahashi, Ken Hatae, Tatsuo Harada, Takayuki Shimose, Junji Kishimoto, 

Shouichi Ohga, Toshiro Hara： 

Clarithromycin Plus Intravenous Immunoglobulin Therapy Can Reduce the Relapse 

Rate of Kawasaki Disease: A phase 2, Open-Label, Randomized Control Study 

J Am Heart Assoc  6(7)：e005370, 2017 

 

Kenta Takahara, Takato Morioka, Takafumi Shimogawa, Toshiyuki Amano, Aoi Kawakita, 

Kyoko Watanabe, Sei Haga： 

Perfusion imaging with arterial spin labeling in acute encephalopathy with reduced 

subcortical diffusion following secondary generalized status epilepticus 

Epilepsy & Seizure 9(1)：32-9, 2017 

 

Kouko Hidaka, Tetushi Tkeda, Masamichi Nakayama, Hirohisa Yano： 

Case of a Fractured Human Bone Fragment as an Endobronchial Foreign Body Following 

a Traffic Incident 

BMJ Case Reports  published online 22 March, 2018 

 

武藤敏孝、髙月 浩、萬納寺聖仁、河村京子、大藏尚文、大島孝一：  

子宮頸部 MALT リンパ腫から移行しクラミジアトラコマティス除菌後に消退したびまん

性大細胞型 B細胞リンパ腫 

臨床血液 58(8)：912-6, 2017 

 

 



川上浩介、小野結美佳、藤川梨恵、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、中川 瞳、 

近藤恵美、長尾弘子、河村京子、元島成信、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

腹腔鏡下手術でのピットフォール   

－小倉医療センター産婦人科での器具破損例の検討－ 

医療 71(4)：172-5, 2017 

 

川越秀洋、北川麻里江、小野結美佳、藤川梨恵、浦郷康平、深川真弓、櫻木俊秀、 

川上浩介、近藤恵美、長尾弘子、河村京子、元島成信、熊谷晴介、牟田 満、大藏尚文： 

子宮筋腫の術前診断で腹腔鏡下子宮全摘術を施行後に判明した子宮体癌の一例 

医療 71(5)：206-10, 2017 

 

山下文也、中嶋敏紀、緒方怜奈、酒見好弘、渡辺恭子、山下博德： 

生後 3週で診断され自然軽快した緩徐発症型後頭蓋窩後膜下血腫 

日本小児科学会雑誌 121(8)：1349-55, 2017 

 

山下文也、山下尚志、安永由紀恵、山口賢一郎、山下博德、渡辺恭子： 

発熱に伴う意識障害で発症し急性脳症と鑑別を要した甲状腺クリーゼの 1女児例 

小児科臨床  70(4)：455-9, 2017 

 

関 正佳、高木健一、吉川 洋、田邉美香、塩瀬聡美、少宗徳孝、園田康平： 

発症から短期間で死亡に至った眼窩先端部症候群の 1例 

眼科臨床紀要 10(12)：1004, 2018 

 



（B）学 会 発 表 

（Ⅰ）国際学会 

一般演題 

Takeaki Satoh, Shinsaku Yamashita, Mio Kawamoto, Shigeru Harada： 

A case of diffuse hepatocellular carcinoma diagnosed after DAA treatment 

The Asian Pacific Association Single Topic Conference 2017 

Nagasaki, JAPAN 2017 年 4 月 11 日 

 

（Ⅱ） 国内学会 

（1）一般演題 

元島成信、熊谷晴介、河村京子、塩崎 宏、大藏尚文： 

卵巣性索間質性腫瘍 

第 76 回日本医学放射線学会総会 

横 浜 2017 年 4 月 13 日 

 

藤川梨恵、近藤恵美、小野結美佳、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、中川 瞳、 

川上浩介、長尾弘子、河村京子、元島成信、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

妊娠 25 週で生児を得た副角妊娠子宮破裂の一例 

第 69 回日本産科婦人科学会 

広 島 2017 年 4 月 13 日 

 

近藤恵美、小野結美佳、藤川梨恵、浦郷康平、櫻木俊秀、深川真弓、北川麻里江、 

川上浩介、長尾弘子、河村京子、元島成信、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

出生前診断した Body stalk anomalyの 2例 

第 69 回日本産科婦人科学会 

広 島 2017 年 4 月 13 日 

 

浦郷康平、河村京子、小野結美佳、藤川梨恵、櫻木俊秀、深川真弓、北川麻里江、 

川上浩介、近藤恵美、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

子宮体部類内膜癌の保存的治療 3年後に妊娠し、分娩 2ヶ月後に発見された子宮体部明

細胞癌の一例 

第 69 回日本産科婦人科学会 

広 島 2017 年 4 月 15 日 



生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

非触知精巣に対する腹腔鏡先行手術の意 

第 117 回日本外科学会 

横 浜 2017 年 4 月 27 日 

 

生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

当科で経験した超・極小低出生体重児手術症例の検討 

第 117 回日本外科学会 

横 浜 2017 年 4 月 27 日 

 

生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

高位腹腔内精巣に対する腹腔鏡下新術式（Shehata 法） 

第 54 回日本小児外科学会 

仙 台 2017 年 5 月 11 日 

 

生野久美子、橋本佳子、増田吉朗、生野 猛、吉丸耕一朗、考橋賢一、田口智章： 

直腸肛門奇形に巨大結腸を伴った oligoganglionosis の一例 

第 54 回日本小児外科学会 

仙 台 2017 年 5 月 11 日 

 

増田吉朗、橋本佳子、生野久美子、生野 猛： 

胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した新生児横隔膜弛緩症の一例 

第 54 回日本小児外科学会 

仙 台 2017 年 5 月 11 日 

 

田村和貴： 

咽頭後壁を穿通し縦隔へ達したボールペンによる縦隔内異物の 1例 

第 34 回日本呼吸器外科学会 

福 岡 2017 年 5 月 18 日 

 

尾立西市: 

Transmanubrial approach にて手術した第一肋骨原発巨細胞腫の 1例 

第 34 回日本呼吸器外科学会 

福 岡 2017 年 5 月 19 日 

 

 

 

 



増田吉朗、橋本佳子、生野久美子、古賀 裕、大藏尚文、大石善丈、小田義直、生野 猛： 

腹腔鏡補助下に手術した稀な小児卵巣腫瘍の 1例 

第 54 回九州小児外科学会 

熊 本 2017 年 5 月 26 日 

 

藤川梨恵、河村京子、長尾弘子、元島成信、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

顕微鏡的なカルチノイド成分を有する成熟嚢胞性奇形腫の 2例 

第 74 回九州連合産科婦人科学会 

佐 賀 2017 年 6 月 4 日 

 

小野結美佳、近藤恵美、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、櫻木俊秀、川上浩介、 

牟田 満、大藏尚文： 

当科で出生前診断した胎児骨格異常の 6例 

第 74 回九州連合産科婦人科学会 

佐 賀 2017 年 6 月 4 日 

 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、有田量一、鈴木 亨、園田康平： 

涙嚢憩室炎が疑われた 1例 

第 5回日本眼形成再建外科学会 

北九州 2017 年 6 月 4 日 

 

大穂有恒、東 宣彦、小川栄一、古庄憲浩、野村秀幸、梶原英二、道免和文、河野 聡、

高橋和弘、東 晃一、佐藤丈顕、中牟田 誠、小柳年正、下田慎治、加藤正樹、林 純： 

慢性腎臓病（CKDステージ３）合併 C型慢性肝炎に対するソホスブビル治療効果と安全

性 

第 53 回日本肝臓学会総会 

広 島 2017 年 6 月 8 日 

 

山下尚毅、本村健太、国府島 庸之、加藤正樹、樋口野日斗、酒井浩徳、横田昌樹、 

徳松 誠、内村浩太郎、多田靖哉、森園周祐、小柳年正、杉本理恵、佐藤丈顕、 

中牟田 誠： 

Genotype１型 C 型慢性肝炎に対する Ombitasvir＋Paritaprevir/Ritonavir 併用療法の

実臨床における有用性と安全性 -多施設共同研究- 

第 53 回日本肝臓学会総会 

広 島 2017 年 6 月 8 日 

 

 

 



河野 聡、小川栄一、古庄憲浩、野村秀幸、梶原英二、道免和文、東 宣彦、高橋和弘、

東 晃一、佐藤丈顕、中牟田 誠、小柳年正、下田慎治、加藤正樹、林 純： 

C型肝炎に対するインターフェロンフリー療法における血清アルブミン値の改善に影響

を与える因子の検討 

第 53 回日本肝臓学会総会 

広 島 2017 年 6 月 9 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

門脈体循環短絡が発見された発達障害の男児の一例 

第 59 回日本小児神経学会 

大 阪 2017 年 6 月 16 日 

 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、山名佳奈子、園田康平： 

3歳児の眼瞼に認めた良性線維性組織球腫の 1例 

第 42 回日本小児眼科学 

金 沢 2017 年 6 月 16 日 

 

元島成信、近藤恵美、櫻木俊秀、川上浩介、牧村美佳： 

軟骨無形成症の出生前遺伝カウンセリング：胎児期放射線被ばくのリスクについて 

第 41 回日本遺伝カウンセリング学会 

東大阪 2017 年 6 月 24 日 

 

近藤恵美、櫻木俊秀、川上浩介、元島成信： 

血友病保因者妊婦への遺伝カウンセリングの経験 

第 41 回日本遺伝カウンセリング学会 

東大阪 2017 年 6 月 24 日 

 

生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

当院で 1歳半以降に手術が行われた停留精巣症例の検討 

第 26 回日本小児泌尿器科学会 

名古屋 2017 年 7 月 5 日 

 

轟木秀一： 

乳腺紡錘細胞癌の 1 例 

第 25 回日本乳癌学会 

福 岡 2017 年 7 月 15 日 

 

 



元島成信、小野結美佳、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、川上浩介、近藤恵美、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

当院での妊婦・授乳婦に対する CTおよび MRI 検査での造影剤使用の院内指針 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

近藤恵美、小野結美佳、浦郷康平、櫻木俊秀、深川真弓、北川麻里江、川上浩介、 

川越秀洋、大藏尚文： 

胎児 3D-CT検査で出生前診断した Body stalk anomalyの 2例 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

小野結美佳、近藤恵美、藤川梨恵、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、川上浩介、 

元島成信、川越秀洋、大藏尚文： 

出生前診断した軟骨無形成症の一例 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

藤川梨恵、近藤恵美、小野結美佳、浦郷康平、深川真弓、北川麻里江、中川 瞳、 

川上浩介、長尾弘子、河村京子、元島成信、熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

妊娠 25 週で生児を得た副角妊娠子宮破裂の一例 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

澤野 徹、山下尚志、湯浅千春、中嶋敏紀、酒見好弘、山下博德： 

新生児のヨード過剰による血清甲状腺刺激ホルモン値の検討 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

元島成信、熊谷晴介、河村京子、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

嚢胞化した子宮内膜間質結節の一例：画像鑑別診断について 

第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

熊 本 2017 年 7 月 29 日 

 

 

 

 

 



北川麻里江、河村京子、小野結美佳、藤川梨恵、浦郷康平、櫻木俊秀、近藤恵美、 

川上浩介、元島成信、川越秀洋、熊谷晴介、牟田 満、大藏尚文： 

クラミジア頸管炎の治療で子宮頸部のリンパ腫病変が消失した 1例 

第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

熊 本 2017 年 7 月 29 日 

 

河村京子、浦郷康平、川越秀洋、元島成信、熊谷晴介、大石善丈、大藏尚文： 

Invasive stratified mucin�producing carcinoma と考えられた子宮頸癌の一例 

第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

熊 本 2017 年 7 月 29 日 

 

浦郷康平、元島成信、小野結美佳、藤川梨恵、北川麻里江、櫻木俊秀、黑川裕介、 

川上浩介、近藤恵美、河村京子、徳田諭道、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

若年型顆粒膜細胞腫の一例 

JSAWI（Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging） 2017 

淡 路 2017 年 9 月 1 日 

 

安藤太一、竹内愛美、趙 成三： 

帝王切開術後のアセトアミノフェン定時投与が術後鎮痛と副作用に与える影響 

九州麻酔科学会第 55回大会 

大 分 2017 年 9 月 8 日 

 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、山名佳奈子、村田昌之、藤原美奈子、園田康平： 

眼部カポジ肉腫の 1例 

第 35 回日本眼腫瘍学会 

東 京 2017 年 9 月 23 日 

 

浦郷康平、北川麻里江、黑川裕介、近藤恵美、川上浩介、河村京子、徳田諭道、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文: 

超音波検査で特異的な胎盤胆厚を麗めた早発重症型妊娠高血圧症候群の一例 

第 38 回日本妊娠高血圧学会 

熊 本 2017 年 9 月 23 日 

 

櫻木俊秀、近藤恵美、浦郷康平、黑川裕介、川上浩介、長尾弘子、徳田諭道、川越秀洋、

牟田 満、大藏尚文： 

胎児完全房室ブロック発症ハイリスク妊婦にヒドロキシクロロキンを使用した 1例 

第 155 回福岡産科婦人科学会 

福 岡 2017 年 9 月 24 日 



小野結美佳、黑川裕介、藤川梨恵、北川麻里江、河村京子、元島成信、熊谷晴介、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

家族歴より Lynch症候群を疑い、遺伝学的検査を行った子宮体癌の一例 

第 155 回福岡産科婦人科学会 

福 岡 2017 年 9 月 24 日 

 

東 晃一、小川栄一、古庄憲浩、野村秀幸、佐藤丈顕、河野 聡、梶原英二、道免和文、

東 宣彦、高橋和弘、中牟田 誠、小柳年正、下田慎治、加藤正樹、林 純： 

Genotype1型 C型慢性肝炎に対する Elbasvir.Grazoprevir 療法の有効性と安全性 

第 21 回日本肝臓学会 

福 岡 2017 年 10 月 12 日 

 

高橋和弘、小川栄一、古庄憲浩、野村秀幸、梶原英二、道免和文、東 宣彦、河野 聡、

東 晃一、佐藤丈顕、中牟田 誠、小柳年正、下田慎治、加藤正樹、林 純： 

Sofosbuvir併用 Interferon-free療法 SVR後の肝病態と肝発癌の検討  

－多施設共同研究－ 

第 21 回日本肝臓学会 

福 岡 2017 年 10 月 12 日 

 

阿部隼希、堀内由布子、吉村 將、松村祐介、日高由美、澄井俊彦、藤尾信昭： 

自殺企図にてインスリンデグルデク 450単位を自己注射した 2型糖尿病の 1例 

第 55 回日本糖尿病学会九州地方会 

宮 崎 2017 年 10 月 13 日 

 

尾立西市: 

前縦隔および後縦隔に生じた気管支原性嚢胞の 5手術例 

第 58 回日本肺癌学会学術集会 

横 浜 2017 年 10 月 14 日 

 

田村和貴： 

混合性結合組織病に合併した肺多形癌の 1例 

第 58 回日本肺癌学会学術集会 

横 浜 2017 年 10 月 15 日 

 

金光芳樹、原田 林、山下晋作、佐藤丈顕： 

DAA 治療直後に発見されたびまん型肝細胞癌の 1例（初期研修医奨励賞受賞） 

第 319 回日本内科学会九州地方会 

福 岡 2017 年 10 月 29 日 



武藤敏孝、萬納寺聖仁、大島孝一、髙月 浩： 

クラミジアトラコマティス除菌療法が奏功した子宮頸部 MALTリンパ腫 

第 79 回日本血液学会 

東 京 2017 年 10 月 20 日 

 

山口賢一郎、山下文也、緒方怜奈、川北 葵、南里亜由美、瀧田晴加、綿貫圭介、 

安永由紀恵、牧村美佳、渡辺恭子、山下博德： 

インフリキシマブ投与前に菌血症の診断がつき、投与を回避した、IVIG 2回不応川崎

病の一例 

第 37 回日本川崎病学会 

東 京 2017 年 10 月 27 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

PNKP 遺伝子に複合へテロ変異を認めた難治性てんかんの一例 

第 51 回日本てんかん学会 

京 都 2017 年 11 月 3 日 

 

松原祥恵、南里亜由美、酒見好弘、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德: 

原発性線毛機能不全の診断に至った姉弟例 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 10 日 

 

柴田優子： 

家族と子どもがじっくり向き合う時間を利用した保育の在り方 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 10 日 

 

吉村 將、阿部隼希、松村祐介、日高由美、堀内由布子： 

インスリン負荷試験と GHRP-2負荷試験で乖離を認めた AGHDの 1例 

第 27 回臨床内分泌代謝 Update 

神 戸 2017 年 11 月 24 日 

 

松村祐介、阿部隼希、吉村 將、日高由美、堀内由布子： 

エキセナチドと食事療法で大きく体重減少した高度肥満症の一例 

第 27 回臨床内分泌代謝 Update 

神 戸 2017 年 11 月 24 日 

 

 



生野 猛、増田吉朗、橋本佳子、生野久美子： 

小児急性腹症における鏡視下手術の意義 

第 30 回日本内視鏡外科学会総会 

京 都 2017 年 12 月 7 日 

 

藤川梨恵、河村京子、小野結美佳、浦郷康平、櫻木俊秀、元島成信、川越秀洋、牟田 満、

大藏尚文： 

術前にテストステロン上昇をみた転移性卵巣癌 ～病理学的考察を中心に～ 

第 156 回福岡産科婦人科学会 

福 岡 2018 年 1 月 28 日 

 

山田空明、近藤恵美、北川麻里江、黑川裕介、川上浩介、長尾弘子、徳田諭道、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

ピロリ菌除菌により貧血が改善した思春期欠乏性貧血の一例 

第 156 回福岡産科婦人科学会 

福 岡 2018 年 1 月 28 日 

 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、鍋島崇寛、喜多岳志、園田康平： 

結膜腫瘍を契機に眼窩神経線維腫が発見された 1例 

第 43 回日本小児眼科学会 

名古屋 2018 年 3 月 2 日 

 

（2）シンポジウム 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、山名佳奈子、園田康平： 

甲状腺視神経症の臨床的特徴 

第 32 回日本眼窩疾患シンポジウム 

名 護 2017 年 5 月 23 日 

 

酒見好弘、湯浅千春、澤野 徹、中島敏紀、山下博德： 

乳児院入所を要した精神疾患母体児の検討 

第 53 回日本周産期・新生児医学会 

横 浜 2017 年 7 月 18 日 

 

 

 

 



（C）研究会発表 

（1）一般演題 

堤 宣翁： 

がん疼痛事例検討 

第 6回製鉄記念八幡病院緩和ケア研修会 

北九州 2017 年 5 月 21 日 

 

空閑啓高： 

膵脂肪性腫瘤の 1例 

第 183 回北九州肝胆膵研究会 

北九州 2017 年 5 月 24 日 

 

南里亜由美、酒見好弘、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德、児玉隆志、井手康二： 

原発性線毛機能不全の診断に至った姉弟例 

第 401 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 5 月 25 日 

 

松本 翼、中嶋敏紀、川村 卓、湯浅千春、澤野 徹、牧村美佳、酒見好弘、山下博德： 

活気低下、体重減少で出生後早期に入院し、21－水酸化酵素欠損症の診断に至った一例 

第 401 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 5 月 25 日 

 

生野 猛： 

胎児のホルモン異常と停留精巣の発生リスクに関する研究 

第 25 回 NHO成育医療ネットワークグループ会議 

岡 山 2017 年 6 月 23 日 

 

山縣 元： 

胃癌の１例 

第 54 回芦屋北九州消化器フォーラム 

北九州 2017 年 7 月 8 日 

 

田村和貴： 

右 S2 区域切除における区域間の認識 

第 7回福岡胸部外科疾患研究会 

福 岡 2017 年 7 月 8 日 



吉村 將： 

FGM を用いて速効型インスリンから超速効型インスリンへ切り替え、著明な血糖コント

ロールの改善を得た一例 

第 9回小倉 CGM研究会 

北九州 2017 年 8 月 3 日 

 

生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

小児急性腹症における鏡視下手術の役割 

第 47 回九州小児外科研究会 

北九州 2017 年 8 月 26 日 

 

高木健一： 

本当にあったマイボの辺りの怖い話 

北九州眼科研修会 

北九州 2017 年 8 月 31 日 

 

豊福篤志： 

大腸癌 VEGF 阻害剤３剤の特徴と使い分け 

第 120 回北九州外科研究会 

北九州 2017 年 9 月 1 日 

 

高木健一、吉川 洋、田邉美香、山名佳奈子、藤原美奈子、園田康平： 

眼部カポジ肉腫の 1例 

六大学合同眼科研究会 

福 岡 2017 年 9 月 9 日 

 

中嶋敏紀、湯浅千春、山下尚志、澤野 徹、石黒利佳、酒見好弘、山下博德： 

NICU 入院時スクリーニングにおける臍培養検査の有用性 

第 5回北九州新生児懇話会 

北九州 2017 年 9 月 21 日 

 

堤 宣翁： 

がん疼痛事例検討 

第 2回九州労災病院緩和ケア研修会 

北九州 2017 年 9 月 22 日 

 

 

 



生野 猛： 

胎児のホルモン異常と停留精巣の発生リスクに関する研究 

第 26 回 NHO成育医療ネットワークグループ会議 

岡 山 2017 年 9 月 24 日 

 

生野 猛： 

停留精巣の発生調査に関する NHOネットワーク共同研究について 

第 404 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 9 月 28 日 

 

増田吉朗、橋本佳子、生野久美子、生野 猛、緒方礼子、渡辺恭子、山下博德： 

小児腸管重複症の 2例 

第 404 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 9 月 28 日 

 

新海健太郎： 

腹腔鏡下肝切除術 

第 7回九州肝胆膵手術手技研究会 

福 岡 2017 年 10 月 7 日 

 

山下晋作： 

Gd-EOB-MRI 肝細胞相にて、同一結節内に高信号と低信号を示した肝細胞癌の 1例 

第 98 回北九州肝腫瘍研究会 

北九州 2017 年 10 月 26 日 

 

三浦智史： 

小倉医療センター精神科のとりくみ 

地域医療連携懇話会 

北九州 2017 年 10 月 31 日 

 

北川麻里江： 

地域に根ざしたリンパ浮腫外来を目指して 

地域医療連携懇話会 

北九州 2017 年 10 月 31 日 

 

 

 

 



新海健太郎： 

当院での腹腔鏡下肝切除術 

第 3回北九州肝胆膵外科フォーラム 

北九州 2017 年 11 月 2 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

難治性てんかんを呈した単純脳回の男児 

第 29 回北九州てんかん懇話会 

北九州 2017 年 11 月 8 日 

 

中嶋敏紀、湯浅千春、山下尚志、澤野 徹、石黒利佳、酒見好弘、山下博德： 

目標酸素飽和度の変更が早産児の未熟児網膜症に与える影響 

第 71 回九州新生児研究会 

北九州 2017 年 11 月 18 日 

 

松原祥恵、川村 卓、南里亜由美、安永由紀恵、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德： 

けいれんを主訴に来院した脳動静脈奇形の一症例 

第 406 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 11 月 30 日 

 

野田真也佳、山縣 元、土井和子： 

ウステキヌマブ投与中にアナフィラクトイド紫斑病を発症したクローン病の一例 

IBD Management Conference in 北九州 

北九州 2017 年 11 月 30 日 

 

中尾槙吾、増田吉朗、橋本佳子、生野久美子、生野 猛： 

自然破裂を来した巨大脾嚢胞の１例 

第 8回北部九州小児外科研究会 

北九州 2017 年 12 月 1 日 

 

綿貫圭介： 

最近の食物アレルギーの診療について 

第 406 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2017 年 12 月 1 日 

 

 

 

 



生野 猛： 

胎児のホルモン異常と停留精巣の発生リスクに関する研究 

第 27 回 NHO成育医療ネットワークグループ会議 

岡 山 2017 年 12 月 8 日 

 

山縣 元： 

消化管における潰瘍性疾患の診療 

第 103 回大貫カンファレンス 

北九州 2017 年 12 月 20 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

感染を契機に Wernicke脳症を来した偏食のある男児例 

第 377 回福岡小児神経研究会 

福 岡 2018 年 1 月 27 日 

 

生野 猛、橋本佳子、増田吉朗、生野久美子： 

北九州地区における小児停留精巣発生動向に関する研究 

第 15 回九州小児泌尿器研究会 

北九州 2018 年 2 月 17 日 

 

中尾槙吾、中島敏紀、湯浅千春、山下尚志、澤野 徹、酒見好弘、山下博德： 

母体ヒドロキシクロロキン投与で胎児先天性心ブロック発症予防を試みた１例 

（研修医症例報告入選） 

第 35 回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2018 年 2 月 22 日 

 

中島敏紀、湯浅千春、山下尚志、澤野 徹、石黒利佳、酒見好弘、山下博德： 

目標酸素飽和度の変更が早産児の未熟児網膜症に与える影響（医学研究助成論文入選） 

第 35 回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2018 年 2 月 22 日 

 

山縣 元： 

ゴリムマブを使用した潰瘍性大腸炎の 2例 

IBD Expert Meeting 

北九州 2018 年 3 月 8 日 

 

 

 



生野久美子： 

保存的治療にて治癒した小児の外傷性十二指腸壁内血腫の一例 

第 410 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2018 年 3 月 22 日 

 

生野 猛： 

小児の急性陰嚢症について 

第 410 回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州 2018 年 3 月 22 日 

 

佐藤丈顕： 

ソホスブビル/レジパスビル治療後のリスクマネージメント 

第 20 回北九州肝癌治療研究会 

北九州 2018 年 3 月 31 日 

 

（2）シンポジウム 

山下博德： 

少子化の現状とその対策は？ 

第 10 回北九州市小倉医師会勤務医部会総会 

北九州 2017 年 8 月 1 日 

 

白川 大： 

家族ではなく友人をキーパーソンに選んだ事例  

～患者の権利と家族の権利を医療者はどう考えるか～ 

第 41 回医療安全シンポジウム 

北九州 2017 年 10 月 24 日 

 

山下博德： 

小児救急医療の未来を考える ～働き方改革における女性医師の活躍～ 

平成 29 年度 福岡県医師会勤務医部会 

福 岡 2018 年 2 月 10 日 



（D）学術講演 

趙 成三： 

気道確保と呼吸管理 

九州歯科大学講演 

北九州 2017 年 5 月 24 日 

 

澄井俊彦： 

クレーム対応の ABC ～初期対応について～ 

平成 29 年度 第 1回医療安全研修 

北九州 2017 年 6 月 6 日 

 

澄井俊彦： 

クレーム対応の ABC ～初期対応について～ 

平成 29 年度 京築医療安全対策研修会 

豊 前 2017 年 6 月 14 日 

 

澄井俊彦： 

クレーム対応の ABC ～初期対応について～ 

平成 29 年度 京築医療安全対策研修会 

行 橋 2017 年 6 月 28 日 

 

金光芳樹、武藤敏孝： 

凝固異常を伴った急性白血病 

第 114 回小倉血液コンソーシアム研究会 

北九州 2017 年 7 月 13 日 

 

綿貫圭介： 

平成 29 年度 学校給食におけるアナフィラキシー等緊急時の対応およびエピペン実習

研修会 

行橋市教育委員会主催講演会 

行 橋 2017 年 7 月 27 日 

 

大藏尚文： 

「子宮頸がん発生機序・予防法（ワクチン接種など）」 

「子宮頸がん検査方法」  

平成 29 年度 助産師教育協議会九州沖縄地区会議・研修会 

北九州 2017 年 7 月 29 日 



生野 猛： 

新生児外科的疾患の治療と長期的予後 

平成 29 年度 小倉医療センター地域周産期連絡会 

北九州 2017 年 8 月 1 日 

 

綿貫圭介： 

平成 29 年度 学校給食におけるアナフィラキシー等緊急時の対応およびエピペン実習

研修会 

築上町教育委員会主催講演会  

北九州 2017 年 8 月 3 日 

 

豊福篤志： 

切除不能進行再発大腸癌 2次治療の多彩な選択肢 

第 120 回北九州外科研究会 

北九州 2017 年 9 月 1 日 

 

山下博德： 

脊髄小脳変性症 ～症状とその対応～ 

平成 29 年度 北九州市立小倉総合特別支援学校専門医・専門家等研修  

北九州 2017 年 9 月 6 日 

 

酒見好弘： 

在宅療養児の疾患や症状（新生児疾患） 

平成 29 年度 小児等在宅医療推進事業小児訪問看護研修 

北九州 2017 年 9 月 21 日 

 

渡辺恭子： 

在宅療養児の疾患や症状（神経疾患） 

平成 29 年度 小児等在宅医療推進事業小児訪問看護研修 

北九州 2017 年 9 月 21 日 

 

佐藤丈顕： 

B型肝炎との上手なつきあい方 

第 11 回県民公開医療シンポジウム 

飯 塚 2017 年 9 月 30 日 

 

 

 



山下博德： 

新生児の診察 

平成 29 年度 国立病院機構チーム医療研修（チームで行う小児救急・成育） 

岡 山 2017 年 10 月 19 日 

 

酒見好弘： 

チーム医療としての小児在宅医療 

平成 29 年度 国立病院機構チーム医療研修（チームで行う小児救急・成育） 

岡 山 2017 年 10 月 19 日 

 

山下博德： 

水頭症 ～その病態と治療について～ 

平成 29 年度 北九州市立小倉総合特別支援学校専門医・専門家等研修 

北九州 2017 年 10 月 25 日 

 

山下博德： 

こどものてんかん ～その特徴と対応について～ 

平成 29 年度 北九州市立小倉総合特別支援学校専門医・専門家等研修 

北九州 2017 年 11 月 15 日 

 

山下晋作： 

核酸アナログ製剤の有効性と安全性について 

第 459 回北九州肝臓病懇話会 

北九州 2017 年 11 月 20 日 

 

牧村美佳： 

子供の成長 -体重がふえない、身長がのびないのはなぜ？- 

第 2回小倉医療センター病院祭「春ケ丘祭」 

北九州 2017 年 11 月 25 日 

 

綿貫圭介： 

最近の食物アレルギーの診療について 

第 2回小倉医療センター病院祭「春ケ丘祭」 

北九州 2017 年 11 月 25 日 

 

 

 

 



山縣 元： 

消化管における潰瘍性疾患の診療 

第 103 回大貫カンファレンス 

北九州 2017 年 12 月 20 日 

 

山下博德： 

てんかんって何？ ～その特徴と対応について～ 

平成 29 年度 北九州市立小倉総合特別支援学校専門医・専門家等研修 

北九州 2018 年 1 月 10 日 

 

武藤敏孝： 

多発性骨髄腫の診断から治療まで 

コメディカルのための血液セミナー 

北九州 2018 年 1 月 23 日 

 

渡辺恭子： 

けいれん ～救急における対応：何を考え、どう動くか～ 

平成 29 年度国立病院機構 良質な医師を育てる研修 

北九州 2018 年 2 月 2 日 

 

山下博德： 

今、地域における小児救急医療を考える ～北九州での現状と問題点から～ 

第 583 回大分県北部地区小児科医会 

別 府 2018 年 2 月 13 日 

 

豊福篤志： 

切除不能進行再発大腸癌の全身化学療法治療ゴールと Biomarkerに基づく治療選択 

小倉薬剤師会 

北九州 2018 年 2 月 27 日 

 

藤山智宏、萬納寺聖仁： 

バセドウ病に合併した凝固異常 

第 118 回小倉血液コンソーシアム研究会 

北九州 2018 年 3 月 8 日 

 

 

 

 



白川 大、野尻正美： 

当院のクレーム対応について ～対応困難な事例～  

平成 29 年度 第 2回医療安全管理研修 

北九州 2018 年 3 月 8 日 

 

佐藤丈顕： 

C型肝炎治療の進歩 

小倉薬剤師会学術研修会 

北九州 2018 年 3 月 20 日 

 



（E）座長・司会 

髙月 浩： 

講演 司会 

第 112 回小倉血液コンソーシアム研究会 

北九州 2017 年 5 月 11 日 

 

佐藤丈顕： 

講演 座長 

KULDS 講演会  

福 岡 2017 年 5 月 26 日 

 

佐藤丈顕： 

講演 座長 

第 51 回ウイルス肝炎、肝疾患治療研究会  

福 岡 2017 年 6 月 3 日 

 

山縣 元： 

特別講演 座長 

第 6回ネキシウムシンポジウム 

北九州 2017 年 6 月 19 日 

 

生野 猛： 

ワークショップ 尿膜管摘出術：膀胱頂部まで切除するか？切除の必要ないか？ 座長 

第 26 回日本小児泌尿器科学会総会 

名古屋 2017 年 7 月 7 日 

 

澄井俊彦： 

地域医療構想と病院 座長 

平成 29 年度 第１回経営管理研究会 

福 岡 2017 年 7 月 18 日 

 

佐藤丈顕： 

一般演題 司会 

第 458 回北九州肝臓病懇話会 

北九州 2017 年 7 月 24 日 

 

 



大藏尚文 

子宮体部：症例 3 その他（2） 座長 

第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

熊 本 2017 年 7 月 29 日 

 

河村京子： 

子宮体部：症例 2 特殊組織（2） 座長 

第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

熊 本 2017 年 7 月 29 日 

 

酒見好弘： 

一般演題 司会 

平成 29 年度 小倉医療センター地域周産期連絡会 

北九州 2017 年 8 月 1 日 

 

佐藤丈顕： 

一般演題 座長 

北九州肝疾患フォーラム 

北九州 2017 年 9 月 1 日 

 

堤 宣翁： 

一般演題 司会 

第 120 回北九州外科研究会 

北九州 2017 年 9 月 1 日 

 

堤 宣翁： 

ミニレクチャー 司会 

第 120 回北九州外科研究会 

北九州 2017 年 9 月 1 日 

 

川上浩介： 

第 5群 座長 

第 155 回福岡産科婦人科学会 

北九州 2017 年 9 月 24 日 

 

 

 

 



佐藤丈顕： 

一般演題 座長 

北九州ウイルス性肝炎講演会 

北九州 2017 年 9 月 28 日 

 

山下博德： 

この難問どうすれば解決できる？ ～各施設の事例から～ 座長 

第 41 回小倉医師会医療安全シンポジウム 

北九州 2017 年 10 月 24 日 

 

空閑啓高： 

一般演題 座長 

第 3回北九州肝胆膵外科フォーラム 

北九州 2017 年 11 月 2 日 

 

山下博德： 

eポスター 小児・成育医療 5 座長 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 11 日 

 

佐藤丈顕： 

消化器、肝・胆・膵疾患 5 座長 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 11 日 

 

佐藤丈顕： 

一般演題 座長 

小倉南肝臓連携懇話会 

北九州 2017 年 11 月 13 日 

 

轟木秀一： 

一般演題 座長 

第 53 回北九州乳腺カンファレンス 

北九州 2017 年 11 月 17 日 

 

 

 

 



酒見好弘： 

世話人代表 

第 71 回九州新生児研究会 

北九州 2017 年 11 月 18 日 

 

酒見好弘： 

一般演題 座長 

第 71 回九州新生児研究会 

北九州 2017 年 11 月 18 日 

 

中嶋敏紀： 

一般演題 座長 

第 71 回九州新生児研究会 

北九州 2017 年 11 月 18 日 

 

髙月 浩： 

教育セミナー2「医療安全」 座長 

日本医療マネジメント学会 第 16回九州・山口連合大会 

別 府 2017 年 12 月 2 日 

 

山下博德： 

一般演題 司会 

平成 29 年度国立病院機構 良質な医師を育てる研修 

善通寺 2018 年 2 月 1 日 

 

山下博德： 

勤務医医学研究 座長 

第 35 回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2018 年 2 月 22 日 

 

山下博德： 

一般演題 座長 

日本マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会  

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

 

 

 



佐藤丈顕： 

一般演題 座長 

第 32 回肝臓と代謝談話会 

北九州 2018 年 3 月 3 日 

 

髙月 浩： 

講演 司会 

第 118 回小倉血液コンソーシアム研究会 

北九州 2018 年 3 月 8 日 

 

喜多岳志: 

一般演題 座長 

第 29 回豊の国糖尿病と眼研究会 

北九州 2018 年 3 月 29 日 

 



（F）新聞・雑誌等 

佐藤丈顕： 

”昭和”は小倉に始まった。 

小倉内科医会誌 39；20-2 

 2 0 1 7 年 3 月 号 

 

喜多岳志： 

各診療科トピックス（上） 糖尿病網膜症診療の新指針 

北九州市医報 vol.719 

 2017 年 6 月 1 日 

 

山下博德： 

7月 7日の北九州地域豪雨禍報告 ～玄関前、病棟通路など通行不能に～ 

北九州市医報 10月号；18-9 

2017 年 10 月 1 日 

 

佐藤丈顕： 

B型肝炎との上手なつきあい方 

ほすぴたる vol.718 

2017 年 11 月 20 日 

 

生野 猛： 

停留精巣 

精巣捻転症 

In 田口智章（編）：ナースのための小児・新生児外科疾患 完全マスターガイド；171-8 

 2018 年 1 月 5 日 

 

高木健一、田邉美香： 

霰粒腫の切開線について 

術後炎症 

術後クーリングと圧迫は必要か？ 

術後洗顔はいつから？ 

術後再診はいつまで？ 

ここからスタート！眼形成の基本手技 第 1版；49-51, 162-3, 164-6, 175-6, 177-8,  

 2018 年 1 月 26 日 

 

 



湯浅千春： 

たとえ障害があっても，こどもらしくお家で暮らそう  

-NICU からはじまる在宅医療支援（第 21回教育セミナーワークショップまとめ） 

新生児成育医学会学会誌 2018 Vol.30 No.1 

2018 年 
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薬 剤 部 

論 文 

原著・総説・症例報告 

Akio Sakamoto, Manato Yamashita, Yuta Hori, Takeshi Okamoto, Atsushi Shimizu, 

Shuichi Matsuda： 

Oxycodone resistance due to rifampin use in an osteosarcoma patient with 

tuberculosis 

American Journal of Case Reports  18：1130-4, 2017 

 

Yuta Hori, Akio Sakamoto, Takashi Goto, Syouji Ando, Manato Yamashita,  

Masayo Shimomura, Takuji Uemura： 

Analysis of Dietary Intake during Consecutive-Day Chemotherapy for Bone and 

Soft-Tissue Sarcomas 

Frontiers in Nutrition 4：70, 2018 

 

学 会 発 表 

一般演題 

中川武裕： 

安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率向上に向けた取り組み 

第 19 回日本医療マネジメント学会 

仙 台 2017 年 7 月 7 日 

 

山下愛登、堀 勇太、後藤 隆、浦本邦弘、豊福篤志： 

当院におけるオキサリプラチンによるアレルギー反応に関する検討 

第 27 回日本医療薬学会 

千 葉 2017 年 11 月 4 日 

 

德井志野、山口泰弘、赤﨑大恭、浦本邦弘： 

C型慢性肝炎治療薬の有効性と安全性について 

第 27 回日本医療薬学会 

千 葉 2017 年 11 月 4 日 

 



堀 勇太、浦本邦弘、山口賢一郎： 

川崎病における免疫グロブリン製剤の違いによる治療効果の比較 

第 27 回日本医療薬学会 

千 葉 2017 年 11 月 4 日 

 

德井志野、山口泰弘、浦本邦弘： 

当院におけるイキサゾミブクエン酸エステルの使用状況と取り組み 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 

横 浜 2018 年 3 月 18 日 

 

研究会・講演会等 

松尾待池、堀 勇太、山下愛登、真鍋あずさ、坂本峰代、阪元孝志、浦本邦弘、 

趙 成三： 

当院における整形外科領域の手術後に発症した悪心・嘔吐に関するリスク因子の検討 

第 41 回九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会 

福 岡 2017 年 7 月 9 日 

 

赤﨑大恭、德井志野、山口泰弘、阪元孝志、浦本邦弘： 

当院における C型慢性肝炎治療薬の使用状況と薬剤師の取り組みについて  

第 41 回九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会 

福 岡 2017 年 7 月 9 日 

 

赤﨑大恭： 

当院における薬剤師の取り組みについて 

小倉薬剤師会学術研修会 

北九州 2018 年 3 月 20 日 

 

新聞・雑誌等 

浦本邦弘： 

病院薬剤師の業務の変遷 ～調剤室から病棟へ～ 

ほすぴたる vol.718 

2017 年 11 月 20 日 



 

 

 

 

 

 

2017 年度業績 

看 護 部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



看 護 部 

学 会 発 表 

一般演題 

中川るい、岩下美保、倉本麻美：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

外来看護師のがん看護に関する困難感の特性  

～外来看護師と病棟看護師の困難感の比較～ 

第 48 回日本看護学会 慢性期看護学術集会 

神 戸 2017 年 9 月 1 日 

 

宮丸 遥、山口有希、大島菜穂美、佐藤照子： 

入院中の児の栄養方法に対する母親の思い 

第 58 回日本母性衛生学術総会･学術集会 

神 戸 2017 年 10 月 6 日 

 

中野和代、今田千恵： 

A病院における体温管理の現状と課題 -入院時から保育器収容後 24時間の実態調査‐ 

第 27 回日本新生児看護学会学術集会 

 さいたま 2017 年 10 月 13 日 

 

山浦綾乃： 

A病院 NICUの光環境の現状について 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 10 日 

 

松田理恵、八木優子： 

手術室看護師に対する災害（停電・地震）シミュレーション訓練による危機的意識及び

知識の変化 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 11 日 

 

 

 

 

 



鶴本 萌、永瀬多恵子、宝都賀理希、甲斐和代： 

混合病棟で働く看護師のモチベーション 

～フィッシュ哲学導入病棟と非導入病棟の比較～ 

日本医療マネジメント学会 第 16回九州・山口連合大会 

別 府 2017 年 12 月 1 日 

 

元田裕子、工家由美、岡野祐也: 

副看護師長の視点から考えた卒後 2年目看護師のサポー体制の検討と取り組みの報告 

日本医療マネジメント学会 第 16回九州・山口連合大会 

別 府 2017 年 12 月 1 日 

 

下川亜矢: 

がん患者の終末期在宅療養に関する意思決定支援 

第 17 回福岡県看護学会学術集会 

福 岡 2017 年 12 月 9 日 

 

下川亜矢: 

意思決定能力が失われていく神経膠腫患者の家族の困難 

第 32 回日本がん看護学会 

千 葉 2018 年 2 月 3 日 

 

倉本麻美、内山瑞乃:                                                                                                                        

介護サービス総合支援センターを利用したがんサロン開設への取り組みの報告 

～患者と病院と地域の連携を目指して～ 

日本医療マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会 

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

木村成江、松葉浩美、髙木範子、末松厚子、音成佐代子: 

地域包括ケア病棟病棟開設に向けての取り組み 

日本医療マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会 

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

佐藤照子、木村成江、末松厚子、髙木範子、音成佐代子: 

急性期病院における地域包括ケア病棟の病床管理 

日本医療マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会 

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

 



研究会・講演会等 

村田美智恵： 

在宅医療での皮膚トラブル解消 ～スキンケアのコツ～ 

介護職のためのスキルアップセミナー 

北九州 2017 年 5 月 24 日 

 

出口由美： 

現任教育の企画・運営・評価 

平成 29 年度 院内教育担当者研修九州グループ研修 

北九州 2017 年 6 月 29 日 

 

村田美智恵： 

褥瘡ケアについて ～皮膚の観察から予防対策～ 

リソースナースセミナー 

北九州 2017 年 7 月 11 日 

 

元田裕子： 

「標準予防策」と「感染経路別予防策」 

平成 29 年度 第 1回院内感染対策研修会 

北九州 2017 年 7 月 20 日 

 

神川孝子： 

事例を通して考えよう！ ～患者さんに口腔ケアについて訊かれたら？～ 

2017 年度 第 1回北九州 CDEの会研修会 

北九州 2017 年 8 月 26 日 

 

倉本麻美： 

実践に活かす疼痛マネジメント 

リソースナースセミナー 

北九州 2017 年 9 月 12 日 

村田美智恵： 

褥瘡ケアと排泄 ～オムツによる皮膚への影響とオムとの正しい使用方法 

褥瘡対策チーム勉強会 

北九州 2017 年 10 月 17 日 

 

 

 



村田美智恵： 

来て、診て、触って学びましょう！！ ストーマケアや装具選択について 

ホリスターストーマケアセミナー2017 

北九州 2017 年 10 月 28 日 

 

髙根友樹： 

血液疾患患者が医療従事者に求めるもの 

第 116 回小倉血液コンソーシアム研究会 

北九州 2017 年 11 月 9 日 

 

元田裕子： 

インフルエンザの感染予防 

リソースナースセミナー 

北九州 2017 年 11 月 14 日 

 

中野和代、舛田千恵、江里口 愛： 

A病院の新生児センターの面会時間拡大の可能性を探る 

第 71 回九州新生児研究会 

北九州 2017 年 11 月 18 日 

 

中川るい： 

がん医療に関する学習会、緩和ケアチーム学習会共催「緩和ケアチーム事例報告」 

緩和ケアチーム学習会 

北九州 2017 年 12 月 13 日 

 

倉本麻美： 

がん医療に関する学習会、緩和ケアチーム学習会共催「緩和ケアチーム事例報告」 

緩和ケアチーム学習会 

北九州 2017 年 12 月 13 日 

 

中野和代： 

[新生児の蘇生」-バッグ＆マスクによる人工換気、胸骨圧迫の人形を使用しての実技- 

リソースナースセミナー 

北九州 2018 年 1 月 9 日 

 

 

 

 



神川孝子： 

糖尿病腎症 ～透析予防 私たちにできること～ 

2017 年度 第 2回北九州 CDEの会研修会 

北九州 2018 年 1 月 21 日 

 

神川孝子： 

まちかど糖尿病教室 

北九州 CDEの会研修会 

北九州 2018 年 1 月 27 日 

 

高岡秋子： 

口腔ケアについて 

第 27 回春ヶ丘会 

北九州 2018 年 2 月 17 日 

 

村田美智恵： 

褥瘡が分かる 

褥瘡対策チーム勉強会 

北九州 2018 年 2 月 20 日 

 

新聞・雑誌等 

音成佐代子： 

中間看護管理者（看護師長会）の更なる管理能力向上を目指して 

ほすぴたる vol.718 

2017 年 11 月 20 日 



 

 

 

 

 

 

2017 年度業績 

診 療 放 射 線 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



診 療 放 射 線 科 

論 文 

宮島隆一、藤淵俊王、宮地優介、立石哲士、宇野善徳、天川一利、大浦弘樹、折田信一： 

X線 CT 撮影の介助時における医療従事者被ばくの効果的な防護方法について 

日本放射線技術学会誌 74(4)：326-34, 2018 

 

立石哲士、井手口大地、宇野善徳、宮地優介、折田信一、宮島隆一、大浦弘樹： 

頭部 CT 検査における水晶体被ばく評価及び低減に向けた防護具の作成 

全国国立病院療養所放射線技師会誌 60(4)：45-51, 2017 

 

学 会 発 表 

立石哲士、井手口大地、宇野善徳、板井宏孝、大浦 弘樹、宮島隆一、折田信一： 

頭部 CT 検査における水晶体防護方法の検討 

第 33 回日本診療放射線技師学術大会 

函 館 2017 年 9 月 23 日 

 

研究会・講演会等 

宮島隆一： 

はじめよう診療支援と読影補助 

平成 29 年度 新採用者研修 

福 岡 2017 年 4 月 15 日 

 

大浦弘樹、宮島隆一： 

介助の基本技法 －ボディメカニクス 

平成 29 年度 新採用者研修 

福 岡 2017 年 4 月 15 日 

 

折田真一、田畑信幸、酒本 司、宮島隆一、濱田圭介： 

私が目指す診療放射線技師 

平成 29 年度 新採用者研修 

福 岡 2017 年 4 月 15 日 

 

 



掘江 達： 

放射線安全教育 

3科合同医療安全研修  

北九州 2017 年 5 月 16 日 

 

井浦由加子： 

当施設におけるプロテクターの管理および破損による防護力の変化 

平成 29 年度 九州国立病院機構診療放射線技師会福岡地区研修会 

福 岡 2017 年 7 月 8 日 

 

鶴丸貴大、宇野善徳、宮島隆一、井手口大地、折田信一： 

3mm 線量当量線量計(DOSIRIS)を用いた水晶体に対する線量測定と防護方法の検討 

平成 29 年度 九州国立病院機構診療放射線技師会福岡地区研修会 

福 岡 2017 年 7 月 8 日 

 

宮島隆一： 

線量測定の基礎 

第 5回医療被ばく線量評価実務セミナー 

福 岡 2017 年 7 月 22 日 

 

宮島隆一： 

一般撮影領域における入射皮膚線量の測定 

第 5回医療被ばく線量評価実務セミナー 

福 岡 2017 年 7 月 22 日 

 

宮島隆一： 

線量の評価 

第 5回医療被ばく線量評価実務セミナー 

福 岡 2017 年 7 月 23 日 

 

橋本達也： 

造影検査における血管確保の注意点 

放射線科造影検査勉強会  

北九州 2017 年 11 月 13 日 

 

 

 

 



山崎真紀子： 

放射線科を見てみよう -どんな検査をするのかな- 

第 2回小倉医療センター病院祭「春ケ丘祭」 

北九州 2017 年 11 月 25 日 

 

座長・司会 

宮島隆一： 

シンポジュウムⅠ『画像等手術支援』 座長 

第 3回福岡県診療放射線技師学術大会 

北九州 2017 年 6 月 17 日 

 

田中大策： 

一般演題 1 撮影・透視・血管撮影 座長 

平成 29 年度 九州国立病院機構診療放射線技師会福岡地区研修会 

福 岡 2017 年 7 月 8 日 

 

宮島隆一： 

学術奨励研究報告 座長 

平成 29 年度 九州国立病院機構診療放射線技師会総会並びに創立 60周年記念大会 

福 岡 2017 年 11 月 18 日 

 

宮島隆一： 

60 周年教育講演 座長 

平成 29 年度 九州国立病院機構診療放射線技師会総会並びに創立 60周年記念大会 

福 岡 2017 年 11 月 18 日 

 

宮島隆一： 

水晶体の放射線防護の現状と対策 司会 

平成 29 年度 放射線防護・計測セミナー 

福 岡 2017 年 12 月 2 日 

 



 

 

 

 

 

 

2017 年度業績 

臨 床 検 査 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



臨 床 検 査 科 

学 会 発 表 

黒野海斗、坪根美枝、古野 浩、井筒屋 聡: 

末梢血および骨髄に LGL様細胞を認め、診断に苦慮した 1症例 

第 27 回福岡県医学検査学会 

久留米 2017 年 7 月 2 日 

 

黒野海斗、井筒屋 聡、古野 浩： 

チーム医療における臨床検査技師の役割 

日本医療マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会 

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

木本千尋、鍋山容理子、小野裕一郎、濵谷悦子、井筒屋 聡、古野 浩: 

生理検査システム導入に伴う効果の検証 

日本医療マネジメント学会 第 17回福岡支部学術集会 

福 岡 2018 年 2 月 24 日 

 

研究会・講演会等 

坪根美枝： 

輸血部門の医療安全と電子カルテの注意点 

3科合同医療安全研修会 

北九州 2017 年 5 月 19 日 

 

東本伴恵： 

糖尿病の検査 

小倉医療センター糖尿病患者会（春が丘会） 

北九州 2018 年 2 月 17 日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2017 年度業績 

栄 養 管 理 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栄 養 管 理 室 

研究会・講演会等 

井上聡美： 

がんと糖尿病 ～がん患者の血糖コントロール～ 

病態栄養実践講座シリーズ３ 

北九州 2017 年 8 月 5 日 

 

貞島詩織： 

スキンケアの実践指導 

福岡市スキンケア実践セミナー 

北九州 2017 年 9 月 7 日 

 

座長・司会 

井上聡美： 

栄養・NST・褥瘡 2 座長 

第 71 回国立病院総合医学会 

高 松 2017 年 11 月 11 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2017 年度業績 

ＮＳＴ活動の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



講 演 
田邊麗子 

生野久美子 
NSTとは、ODA・SGAについて 2017年 5月 19日 

堤 宣翁  

山縣 元 

栄養補給ルートについて 

～経静脈栄養法と経腸栄養法～ 
2017年 6月 16日 

山縣 元 胃ろうついて ～PEGの実際～ 2017年 6月 16日 

中川武裕 輸液をやさしく学ぼう 2017年 7月 21日 

田邊麗子 消化管術後の栄養管理 2017年 9月 15日 

楯林寛子 食欲低下に対する精神科からのアプローチ 2017年 9月 15日 

堤 宣翁 がん患者の栄養管理 医師の立場から 2017年 10月 20日 

倉本麻美 がん患者の栄養管理 専門看護師の立場から 2017年 10月 21日 

井上聡美 がん患者の栄養管理 専門管理栄養士の立場から 2017年 10月 22日 

真名子さおり 口腔ケア・摂食嚥下訓練 2018年 2月 16日 

 

司 会 

堤 宣翁 NSTとは、ODA・SGAについて 2017年 5月 19日 

堤 宣翁 輸液をやさしく学ぼう 2017年 7月 21日 

堤 宣翁 消化管術後の栄養管理 2017年 9月 15日 

堤 宣翁 精神科からのアプローチ 2017年 9月 15日 

生野久美子 
がん患者の栄養管理 医師、専門看護師、 

専門管理栄養士の立場から 
2017年 10月 20日 

堤 宣翁 口腔ケア・摂食嚥下訓練 2018年 2月 16日 



 

 

 

 

 

 

市民健康教室 

（健康マイレージ対象教室） 
 

 

 

 

 

 

 

 



健やか血管教室（月 1 回開催） 

健やか血管のための食事療法       栄養管理室 安藤より子、木本美穂、 

玉利友理恵、福田紗奈江  

 

動脈硬化性疾患の予防と治療について   循環器内科 鈴木 哲  

 

動脈硬化性疾患の薬剤について      薬剤部 松尾待池  

 

動脈硬化性疾患の検査について      臨床検査科 濵谷悦子、小野裕一郎 

 

 

糖尿病教室（月１～2 回開催） 

食事のとり方と血糖コントロールの関連について学ぼう 

外食の選び方について考えよう 

かもめ食堂へようこそ ～外食と嗜好品のカロリーについて学ぼう～ 

バランスの良い食事について学ぼう ～食品交換表のススメ～ 

血糖値と栄養素（炭水化物・脂質）の関連について学ぼう 

間食・アルコールとの上手な付き合い方 

栄養管理室 安藤より子、貞島詩織、 

福田紗奈江、木本美穂、 

玉利友理恵 

 

糖尿病薬とのお付き合い ～こんな時どうする～ 

意外と知らないインスリンのホント 

薬剤部 赤崎大恭  

 

早く見つけて防ごう合併症（腎症） 

早く見つけて防ごう合併症 ～網膜症・神経障害～ 

チェック、チェック、自己チェック！ ～自分でできる検査～ 

臨床検査科 東本伴恵 

 

 

 

 

 

 



糖尿病について              

知られざる糖尿病の合併症 ～口から足まで～ 

体調が悪いとき（シックデイ）の糖尿病への対処法 

糖尿病ってどんな病気 ～基本から治療まで～ 

内科（内分泌・糖尿病）  堀内由布子 

日高由美 

松村祐介 

 

始めてみよう足の手入れ ～壊死・壊疽なんて怖くない～ 

運動を生活に取り入れよう ～血糖の変化を体感しよう～ 

口に潜む危険を理解しよう ～自分の歯で美味しく食べるために～ 

看護部 荻原美玖、阿部真優菜、伊作怜奈 

 

運動を生活に取り入れよう ～実践編～ 

理学療法室 福地耕介 

 

 

肝臓病教室（年３回開催） 

肝臓癌 ～内科医の立場から～     内科（肝臓） 山下晋作  2017 年 7月 21 日 

 

ウイルス肝炎              内科（肝臓） 佐藤丈顕  2017年 11 月 24日 

 

肝臓癌（外科医の立場から）           外科         空閑啓高  2018年 3月 23 日 

 

 

産婦人科教室（月 1 回開催） 

子宮内膜症について 

子宮筋腫について 

子宮体がんについて 

生理痛について 

子宮頸がん検診について 

卵巣腫瘍について 

産婦人科   元島成信 

 



 

 

 

 

 

 

 

春ヶ丘健康宅配便 

 



「春ケ丘健康宅配便」 
 

「この街にはこの病院があるから住みたいと思われるような病院を目指します」という理

念のもと、地域の方々の健康増進及び疾患・治療に関する疑問・不安を緩和できるよう、「春

ケ丘健康宅配便」を企画した。 
方法は、当院職員が近隣施設（病院・医院・クリニック）、公民館などへ出向き、20～30

分、ショートレクチャーを実施するというものである。当初は、地域住民の方々を対象に企

画したものであったが、医療従事者からのニーズがあり、地域住民の方々だけでなく、医療

従事者も対象に加えることとした。医療従事者対象の場合は、30 分～1 時間のレクチャー

に変更し対応している。また、講師への謝金、車代等は、戴かないことを事前にお伝えして

いる。 
毎月月末に研修会の案内などとともに「春ケ丘健康宅配便」についてのお知らせ、演題一

覧、返信用 FAX 用紙を郵送している。 
平成 28 年 12 月から開始し、平成 29 年度は、15 件の実績がある。 
 
 
１．小児の発熱・嘔吐について 

2017 年 5 月 20 日 10：00～11：00 訪問看護ステーション はんずあい 
講演者：神代美紀 看護師 

 
２．皮膚トラブル解決 ～スキンケアのコツとわざ～、床ずれ予防～スキンケア方法～ 
  2017 年 5 月 24 日 19：00～20：00 小倉医師会介護サービス総合センター 
  講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師 
 
３．おむつの選び方、当て方について  
  2017 年 5 月 25 日 17：00～18：00 小倉セントラル病院 
  講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師 
 
４．婦人科 ～どういう症状が出たときに受診？どんな検査があるの？ 
  2017 年 5 月 31 日 15：30～：16：30 新門司病院 

   講演者：婦人科 元島成信 医師、６階病棟 甲斐和代 看護師長 
 
５．肩こり予防と体操 
  2017 年 6 月 9 日 12：30～13：00 企救丘市民センター 

   講演者：笹島直美 理学療法士 
  
６．在宅ケアにおける事故防止 ～高齢者の安全な爪切りの方法～ 

   2017 年 6 月 16 日 17：00～18：30 小倉セントラル病院 
   講演者：神川孝子 看護師（糖尿病療養指導士） 
 
 



 ７．咳の原因と対策 
   2017 年 9 月 6 日 13：00～13：30 あきたけ医院 
   講演者：呼吸器内科 日髙孝子 医師 
 
８．尿漏れの悩みないですか？ 

   2017 年 9 月 8 日 12：30～13：00 企救丘市民センター 
 講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師 

 
９．足（下肢）の腫れについて 

   2017 年 9 月 15 日 19：00～20：30 小倉医師会介護サービス総合センター 
   講演者：松園享子 がん化学療法看護認定看護師 
 

10．熱性けいれんの基本 
   2017 年 9 月 16 日 7：30～8：00 倉重こどもクリニック 
   講演者：小児科 渡辺恭子 医師 
 
 11．小児への上手な薬ののませ方 
   2017 年 10 月 4 日 13：00～13：30 あきたけ医院 
   講演者：堀 勇太 薬剤師 
 

12．ロコモティブシンドローム ～寝たきりを防ごう～ 
   2017 年 11 月 8 日 13：00～14：00 あきたけ医院 
   講演者：古賀大地 理学療法士 
 

13．こんな症状があれば大腸がん？！ 
   2017 年 11 月 9 日 13：00～14：00 中島市民センター 

 講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師 
 

14．インフルエンザ感染対策 
   2017 年 11 月 13 日 13：00～13：30 かん養生クリニック  
   講演者：元田裕子 副看護師長（感染管理認定看護師） 
 

15．小児の急を要する疾患「精巣捻転」 
   2017 年 11 月 18 日 7：30～8：00 倉重こどもクリニック 
   講演者：小児外科 生野 猛 医師 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

国立病院機構共同研究・治験 
 

 

 

 

 

 

 

 



２０１７年度国立病院機構共同研究参加状況 

分 類 研究分野 研 究 課 題 名 
種

別 
研 究 者 

研 究 費 

（円） 

政策医療
共同 肝疾患 C型肝炎ウイルス駆除後の肝発癌予測に関

する研究 

分

担 
佐藤丈顕 276,000 

政策医療
共同 血液疾患 

NHO血液・造血器疾患ネットワーク参加施
設に新たに発生する多発性骨髄腫の予後
に関する臨床的要因を明らかにするコホ
ート研究 

分

担 
髙月 浩 14,000 

政策医療
共同 成育医療 

NICU共通データベースから見た成育医療
における周産期医療の評価と異常に対す
る早期発見、介入の確立に関する研究 

分

担 
山下博德 2,775,000 

政策医療
共同 成育医療 

NICU共通データベースから見た成育医療
における周産期医療の評価と異常に対す
る早期発見、介入の確立に関する研究 

分

担 
酒見好弘 150,000 

政策医療
共同 成育医療 

NICU共通データベースから見た成育医療
における周産期医療の評価と異常に対す
る早期発見、介入の確立に関する研究 

分

担 
中嶋敏紀 150,000 

政策医療
共同 成育医療 

NICU共通データベースを利用した SGA
（Small-for-GestationalAge）児における
唾液 DNA メチル化と生活習慣病の関連に
関する研究 

分

担 
山下博德 200,000 

政策医療
共同 血液疾患 

加齢性 Epstein-Barr virus 関連リンパ増
殖性疾患における PD-1/PD-L1シグナルの
病態への関与と予後予測に関する解析 

分

担 
髙月 浩 20,000 

政策医療
共同 

がん 
（消化器） 

原発性小腸癌患者の治療と予後に関する
多施設共同前向き観察研究 

分

担 
堤 宣翁 140,000 

政策医療
共同 肝疾患 原発性胆汁性肝硬変の発症と重症化機構

の解明のための多施設共同研究 

分

担 
佐藤丈顕 30,000 

政策医療
共同 成育医療 胎児のホルモン異常と停留精巣発生リス

クに関する研究 

代

表 
生野 猛 1,000,000 

政策医療
共同 成育医療 胎児のホルモン異常と停留精巣発生リス

クに関する研究 

分

担 
中嶋敏紀 50,000 

政策医療
共同 成育医療 

胎内セロトニン再取り込み阻害剤・セロト
ニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
（SSRI・SNRI）曝露の新生児管理に関する
研究 

分

担 
酒見好弘 100,000 

政策医療
共同 肝疾患 日本人自己免疫性肝炎（AIH）に関する分

子疫学研究と分子標的療法の確立 

分

担 
佐藤丈顕 30,000 

政策医療
共同 成育医療 

日本人妊娠糖尿病既往女性の産褥５年の
糖尿病発症の実態と発症関連リスク因子
および予防的因子の解明 

分

担 
川上浩介 45,000 



分 類 研究分野 研 究 課 題 名 
種

別 
研 究 者 

研 究 費 

（円） 

政策医療
共同 成育医療 

日本人妊娠糖尿病既往女性の産褥５年の
糖尿病発症の実態と発症関連リスク因子
および予防的因子の解明 

分

担 
大藏尚文 45,000 

政策医療
共同 成育医療 

乳児期における栄養摂取と湿疹がアレル
ギー感作に及ぼす影響に関する出生コホ
ート研究 

分

担 
中嶋敏紀 635,000 

政策医療
共同 肝疾患 

薬物性肝障害および急性発症型自己免疫
性肝炎を含む急性肝炎の発生状況および
重症化、劇症化に関する因子に関する研究 

分

担 
佐藤丈顕 20,000 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年度治験業務の概要 

治験事務局長 
浦本邦弘（薬剤部長） 

 

１．治験管理室の状況 

当院は 2004年度より治験推進の準備を開始し、2011 年 4月に組織改編が行われ臨床

研究部治験管理室となり、治験主任薬剤師 1名、CRC 看護師（非常勤）1名、治験事務

員（非常勤）1名が専従として配置されています。治験管理室の業務は、治験に関する

全般業務と受託研究（使用成績調査等）受付窓口業務を主に行っています。最近では臨

床研究参加条件として CRCの参加が求められる課題もみられ、本来の治験業務に影響を

及ぼさない範囲で臨床研究への支援も行っています。 

今年度の治験実施状況は 8課題について取り組み、その中で新規契約は 4課題、終了

2課題で、新年度は 6課題でのスタートとなります。治験 8課題の今年度末での実施状

況は、総契約症例数 30例、総実施症例数 8例。また受託研究は使用成績調査等で 32課

題、新規契約は 8課題となりました。受託研究・治験審査委員会は 11回開催し、新規

課題は治験 4件、受託研究 8件でしたが委員会での総議題数は 51に達しています。 

２．治験の実績 

１）契約件数及び契約金額 

    新規契約課題数：4件（前年度：2件、前々年度：2件） 

新規契約症例数：8例（前年度：5例、前々年度：7例） 

契約金額：約 2740万円（前年度：約 920万円、前々年度：約 650万円） 

 ２）実施率    

終了 2課題の平均実施率：75％（前年度：48％、前々年度：36％） 

３．今後の課題と展望 

今年度の新規 4課題（血液内科・小児科・眼科）は、施設審議 2課題、CRB2課題で

したが、発端は機構本部からの「治験参加意向調査表」経由によるものでした。事務局

としては新規契約課題数の増には、機構本部からの「治験参加意向調査表」への積極的

な取り組みが最重要と考えて行っています。今年度は「参加したい」2課題「ぜひ参加

したい」5課題の回答をいただきました。今後も治験管理室からご案内する「治験参加

意向調査表」への積極的な回答をお願い致します。2018 年度も治験への積極的な参加

をよろしくお願い申し上げます。 

 



表 1．2017年度治験課題一覧 
整理
番号 

研 究 課 題 
契 約 
期 間 

 契約 
 症例数 

実施 
症例数 

研 究 
担当者 

契約額 

治験

１ 

未治療の進行期濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫患者を対

象とした GP2013＋ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ、ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁ

ﾝ、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝの併用療法と MabTHera＋ｼ

ｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ、ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝの併用

療法及びその後のＧＰ2013 又はＭａｂＴH

ｅｒａ維持療法の有効性、安全性、及び薬

物動態を比較する第Ⅲ相、ﾗﾝﾀﾞﾑ化、二

重盲検、比較試験 

H24.8.28 

～ 

H30.3.31 

３ ２ 髙月 浩 5,607,000 

治験

２ 

アリセプトのレビー小体型認知症（DLB）を

対象とした製造販売後臨床試験 

H27.7.15 

～ 

H30.5.31 

４ ２ 三浦智史 4,253,758 

治験

３ 

日本人の治療抵抗性うつ病患者を対象

に、固定用量の esketamine を鼻腔内投与

したときの有効性、安全性及び忍容性を

検討するランダム化、二重盲検、多施設

共同、プラセボ対照試験 

H28.9.13 

～ 

H31.6.30 

４ ０ 三浦智史 7,112,448 

治験

４ 

深在性真菌症の日本人患者を対象とした

MK-5592 とボリコナゾールの安全性及び

有効性を検討する無作為化、実薬対照、

第Ⅲ相非盲検試験 

H28.9.23 

～ 

H30.4.30 

１ １ 日髙孝子 2,122,740 

治験

５ 

がん疼痛患者を対象とした HＰ-3150 の第

Ⅲ相試験 

H29.8.9 

～ 

H31.5.31 

６ ４ 髙月 浩 7,125,840 

治験 

６ 

Respiratory Syncytial ウイルス感染症の

28 日齢～36 ヵ月齢の入院患児を対象とし

た lumicitabine(JNJ－64041575)を経口投

与したときの抗ウイルス活性、臨床アウトカ

ム、安全性、忍容性、及び薬物動態の検

討のための第２相、ランダム化、二重盲

検、プラセボ対照試験 

H29.12.22

～

H31.5.26 

３ ０ 渡辺恭子 6,692,466 

治験 

７ 

Respiratory Syncytial ウイルス(RSV)感染

症の既往を有する乳幼児及び小児を対象

とした、喘息又は喘鳴の発現に対する

lumicitabine(JNJ-64041575)の影響を評価

する 64041575RSV2004 試験の長期フォロ

ーアップ試験 

H29.12.22

～

H33.5.26 

３ ０ 渡辺恭子 2,966,889 



治験

８ 

SJP-0133 第Ⅲ相試験 加齢黄斑変性症

を対象とした同等性試験(SJP-0133） 

2018.3.22 

～ 

2020.3.31 

６ ０ 喜多岳志 10,663,488 

小計 8 件  30 ９  46,544,629 

 

 

 



表 2．2017年度受託研究課題一覧 
整理
番号 研   究   課   題 契約期間 契約 

症例数 
研究 
担当者 

契約額 

受託 

１ 
アーゼラ点滴静注液使用成績調査 

H25.9.10 

～ 

H30.4.30 

1 武藤敏孝 30,030 

受託 

２ 

ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.8ml 特定使

用成績調査（腸管型ベーチェット病に関する

全例調査） 

H25.9.10 

～ 

Ｈ29.5.31 

1 山縣 元 135,135 

受託 

３ 

イノベロン錠特定使用成績調査 

-Lennox-Gastaut 症候群患者に対するイノベ

ロン錠の長期投与に関する調査（全例調査）

- 

H25.9.10 

～ 

Ｈ35.3.24 

3 渡辺恭子 270,270 

受託 

４ 

テネリア錠 20mg 特定使用成績調査（長期使

用に関する調査） 

H25.9.10 

～ 

H31.4.30 

5 堀内由布子 1,126,125 

受託 

５ 
ヴォリブリス錠 2.5mg使用成績調査 

H26.3.11 

～ 

H32.1.31 

1 日髙孝子 150,150 

受託 

６ 

ロミプレート皮下注 250μg 調製用 特定使

用成績調査（長期使用に関する調査） 

H26.6.10 

～ 

H31.3.31 

1 武藤敏孝 185,328 

受託 

７ 

アレセンサカプセル 使用成績調査（全例調

査） 

H26.11.11 

～ 

H29.9.30 

1 日髙孝子 61,776 

受託 

８ 

ラパリムス錠 1㎎ 使用成績調査「ラパリム

ス錠 1㎎に対する使用成績調査」 

H27.2.10 

～ 

H30.12.21 

1 日髙孝子 30,888 

受託 

９ 

ジャカビ錠 5㎎ 特定使用成績調査「骨髄線

維症に対する安全性及び有効性の調査」 

H27.3.10 

～ 

H32.7.31 

1 髙月 浩 185,328 

受託 

１０ 

ゾレア皮下注用 特定使用成績調査 

（新たに設定された投与量換算表に該当す

る用法・用量） 

H27.9.15 

～ 

H30.5.31 

1 日髙孝子 92,664 

受託 

１１ 

グラナテック点眼液 0.4% 長期使用に関する

特定使用成績調査 

H27.11.10 

～ 

H32.12.31 

5 喜多岳志 694,980 



受託 

１２ 
ザノサー点滴静注用 1g 使用成績調査 

H27.11.10 

～ 

H33.8.23 

1 山口裕也 30,888 

受託 

１３ 
ベルソムラ錠 使用成績調査 

H27.11.10 

～ 

H29.7.20 

3 中島康裕 92,664 

受託 

１４ 

オフェブカプセル 特定使用成績調査 

「特発性肺線維症に対する使用実態下調査」 

H27.12.15 

～ 

H30.12.31 

2 日髙孝子 370,656 

受託 

１５ 
アデノウイルス感染症に関する研究 

H28.2.9 

～ 

H29.9.30 

150 牧村美佳 583,783 

受託 

１６ 

オプジーボ特定使用成績調査【切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌】 

H28.3.15 

～ 

H30.5.31 

3 日髙孝子 277,992 

受託 

１７ 

オプスミット錠 10mg 特定使用成績調査（長

期使用） 

H28.4.12 

～ 

H34.3.26 

2 日髙孝子 370,656 

受託 

１８ 

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ、１５０μ

ｇ、３００μｇシリンジ「サンド」の使用成

績調査 

H28.5.10 

～ 

H29.12.31 

10 大藏尚文 308,880 

受託 

１９ 

ベルケイド注射用3㎎ マントル細胞リンパ

腫患者を対象とした使用成績調査（プロトコ

ール№VEL4U） 

H28.6.20 

～ 

H36.6.30 

2 髙月 浩 61,776 

受託 

２０ 

ファリーダックカプセル 10 ㎎、15㎎ 特定

使用成績調査「再発又は難治性の多発性骨髄

腫に対する安全性及び有効性の調査」 

H28.9.13 

～ 

H33.8.31 

1 髙月 浩 46,332 

受託 

２１ 
タグリッソ錠使用成績調査（全例調査） 

H28.11.15 

～ 

H36.3.27 

2 日髙孝子 123,552 

受託 

２２ 

オプスミット錠10㎎特定使用成績調査(長期

使用） 

H28.12.13 

～ 

H34.3.26 

3 山口賢一郎 555,984 

受託 

２３ 

インフリキシマブ BS点滴静注用 100㎎「NK」 

クローン病および潰瘍性大腸炎を対象とし

た長期の特定使用成績調査 

H29.2.14 

～ 

H31.3.31 

1 山縣 元 138,996 



受託 

２４ 

エルプラット点滴静注液 副作用・感染症症

例調査 

H29.6.13 

～ 

H29.8.31 

1 豊福篤志 30,888 

受託 

２５ 

エルプラット点滴静注液 副作用・感染症症

例調査 

H29.6.13 

～ 

H29.7.31 

1 豊福篤志 30,888 

受託 

２６ 

イーケプラ錠 250 ㎎・500 ㎎及びイーケプラ

ドライシロップ 50％ 使用成績調査 「て

んかん患者の強直間代発作に対する併用療

法」 

H29.6.13 

～ 

H31.5.31 

3 渡辺恭子 92,664 

受託 

２７ 

キイトルーダ点滴静注使用成績調査(非小細

胞肺癌） 

H29.6.13 

～ 

H32.2.18 

10 日髙孝子 1,235,520 

受託 

２８ 

ステラーラ点滴静注 130㎎/皮下注 45㎎シリ

ンジの副作用・感染症症例調査 

H29.12.12 

～ 

H30.3.31 

1 土井和子 30,888  

受託 

２９ 
マグセント注 100ｍL 副作用詳細調査 

H30.1.12 

～ 

H30.6.30 

1 近藤恵美 30,888  

受託 

３０ 

オイパロミン 370 注シリンジ 100mL による

重篤副作用の詳細調査 

H30.1.12 

～ 

H30.5.31 

1 東島亘宏 30,888  

小計 30 件  219  7,407,457 

 



 

 

 

 

 

 

医局集談会の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医局幹事長の言葉 

医局幹事長  生野 猛 

 

2017 年度の医局集談会は 2018年 3月 13日（火）の 16：30分に開会し、20：00まで

に第一部の一般演題と第二部の学術講演会で行われた。学術担当の空閑先生のご尽力に

より１３題の発表演題があった。内科系、外科、小児科、産婦人科、精神科から大変貴

重な症例の発表があり活発な討論も行われ非常に充実した学会であった。この学術講演

会は若い医師、特に研修医の先生達の「発表修練の場」という位置づけでもあり今回も

４名の初期研修医の発表があった。発表された先生方には丁寧に症例をまとめて頂き、

その分野に素人でもよく理解できるようなすばらしいプレゼンテーションであった。で

きれば当日発表した内容を論文という型でまとめてさらにすばらしい業績として残し

て頂けたら思う。第二部の学術講演会は当院放射線科の川波哲先生に『日常診療におけ

る CT/MRI』のタイトルで学術講演をして頂いた。川波先生には今年度に九大放射線科

からきて頂いたが我々が日常的に使っている CT, MRIの最新の知見についてわかりやす

く解説していただき非常に有意義な講演であった。今回は川波先生の学術講演もあった

ことから院内の職員ばかりでなく地域の先生方にも多数出席して頂きに盛会におわる

ことができた。座長の労をおとり頂いた糖尿病・内分泌代謝内科日高由美先生、肝臓内

科原田林先生、外科小田康晴先生、産婦人科黒川裕介先生、放射線科塩崎宏先生の皆様

にはご苦労さまでした。 

本医局集談会が今後も益々発展して本邦の医学の発展に寄与できるような会になっ

て行くことを願いたい。 



『平成 29 年度医局集談会』を終えて 

学術図書委員 空閑高啓 
  

平成 30年 3月 13日に平成 29年度の医局集談会を開催することができました。当院

の医局集談会は 30年以上続いているとのことで、今回も多数の皆様にご参加いただき

盛会のうちに無事終えることができありがとうございました。 

今年度も二部構成で開催し、第一部では８診療科から計 13題の一般演題を発表して

いただきました。第二部では平成 29年度を持ちまして御退職されました塩崎先生に座

長をお願いして新しく放射線科医長として着任されました川波先生から「日常診療にお

ける CT/MRI」というタイトルでご講演いただきました。 

一般演題では研修医やレジデントの先生方を中心に興味深い発表をしていただきま

した。通常の研究会とちがって様々な分野の症例を聴くことができる貴重な機会であり、

アットホームな雰囲気の中で活発に討論していただき大変盛り上がりました。初期研修

医の先生方のプレゼンテーションも堂々としており当院での成長をみなさんも感じら

れたことと思います。また、ご指導いただきました指導医の先生方もご苦労様でした。

次年度以降は今回発表のなかった診療科の先生方もよろしくお願いいたします。 

また、第二部では CTや MRI検査について分かりやすくお話していただき、新外来棟

に導入される新しい機器を用いて新たに可能なこともお話ししていただきました。この

ご講演を拝聴して、みなさんも新外来等の開設が待ち遠しくなられたことと思います。 

最後にお手伝いいただきました地域連携室のスタッフの方々、座長をしていただきま

した先生方、医局の在間さん、山内さんをはじめご協力いただきました多くの方々に感

謝申し上げます。



2017 年度医局集談会プログラム 

＜ 第 1部 研究発表会 ＞ 

◇Part1（16：35～17：05） 座長：糖尿病・内分泌代謝内科 日高由美  

 
（１）低 Na 血症を契機に発見された (甲状腺機能低下症を合併した)ACTH 単独欠損

症の一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 山本紗由美（研修医）、阿部隼希、 

吉村 將、松村祐介、日高由美、 

堀内由布子 

 

（２）腹部 CTで初めてインスリンボールを指摘された膵性糖尿病の症例  

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  小出彩佳（研修医）、阿部隼希、 

吉村 將、松村祐介、日高由美、 

堀内由布子 

 

（３）活気低下、体重減少で出生後早期に入院し、21-水酸化酵素欠損症の診断に 

至った一例 

小児科：臨床研究部         松本 翼、中嶋敏紀、川村 卓、 

湯浅千春、澤野 徹、石黒利佳、 

牧村美佳、酒見好弘、山下博德 

 

◇Part2（17：05～17：40） 座長：肝臓内科 原田 林 
 
（４）ウステキヌマブ投与中にアナフィラクトイド紫斑病を発症したクローン病の 

１例   

消化器内科：臨床研究部       野田真也佳、山縣 元、山口裕也   

皮膚科：臨床研究部         土井和子    

臨床検査科             中山正道 

 

（５）急性肝炎様に発症した自己免疫性肝炎の一例  

肝臓内科：臨床研究部        井出尾麗花（研修医）、 

赤坂泰希（研修医）、原田 林、 

山下晋作、佐藤丈顕 

 

 

 



（６）認知機能障害を合併した高齢うつ病患者に対し右片側 mECTを行った症例   

精神科：臨床研究部         松島敏夫、真武徳至、楯林寛子、 

呉 祥子、品川 誠、中島康裕、 

三浦智史 

 

（７）多彩な症状を呈したあるモンスターペイシャントの1例   

呼吸器内科：臨床研究部       日髙孝子、三島祥平、武田哲志 

 

 

◇Part3（17：45～18：15） 座長：外科 小田康徳 
 

（８）門脈血栓症で小腸壊死となり緊急手術が必要となった2例   

外科：臨床研究部          金光芳樹（研修医）、東島亘宏、 

小山虹輝、新海健太郎、小田康徳、 

空閑啓高、尾立西市、田邊麗子、 

豊福篤志、轟木秀一、田村和貴、 

廣吉元正、堤 宣翁 

血液内科：臨床研究部        武藤敏孝 

 

(９) 胆嚢原発の混合型腺神経内分泌癌の1例   

外科：臨床研究部          東島亘宏、新海健太郎、廣吉元正、 

小山虹輝、小田康徳、尾立西市、 

田邊麗子、豊福篤志、轟木秀一、 

田村和貴、空閑啓高、堤 宣翁 

 

(10) Pmmab+FOLFOX療法が著効した小腸癌StageⅣの1例   

外科：臨床研究部          小山虹輝、豊福篤志、東島亘宏、 

新海健太郎、小田康徳、尾立西市、 

田邊麗子、轟木秀一、廣吉元正、 

田村和貴、空閑啓高、堤 宣翁 

 

◇Part4（18：15～18：45） 座長：産婦人科 黑川裕介 

 

（11）けいれんを主訴に来院した脳動静脈奇形の7歳女児例 

小児科：臨床研究部          松原祥恵、川村 卓、南里亜由美、 

安永由紀恵、緒方怜奈、山口賢一郎、 

渡辺恭子、山下博德 

 

 



（12）家族歴よりLynch症候群を疑い、遺伝学的検査を行った子宮体癌の一例 

産婦人科：臨床研究部         小野結美佳、黑川裕介、藤川梨恵、 

北川麻里江、河村京子、元島成信、 

熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、 

大藏尚文 

 

（13）当院における遺伝カウンセリング外来の歩み 

産婦人科：臨床研究部        川上浩介、近藤恵美、河村京子、 

元島成信 

小児科：臨床研究部         牧村美佳、中嶋敏紀、酒見好弘    

外科：臨床研究部          轟木秀一、豊福篤志  

遺伝カウンセリング担当看護師    下川亜矢 

 

＜第 2部 学術講演会＞  座長：放射線科 塩崎 宏 

講 演 Ⅰ  

『日常診療におけるＣＴ／ＭＲＩ』 

講 師   国立病院機構小倉医療センター   放射線科医長 川波 哲 

 

 



2017 年度医局集談会抄録 

 

（１）低 Na血症を契機に発見された(甲状腺機能低下症を合併した)ACTH 単 

独欠損症の一例 

糖尿病・内分泌内科：臨床研究部   山本紗由美（研修医）、阿部隼希、 

吉村 將、松村祐介、日高由美、 

堀内由布子  

 

【はじめに】ACTH 単独欠損症は下垂体前葉ホルモンのうち ACTH のみの分泌障害

により副腎不全をきたす疾患で, 自己免疫機序の関連が示唆されているが原因は不明

である.今回, 甲状腺機能低下症に合併した ACTH 単独欠損症の一例を経験したので

報告する.  

【症例】41 歳女性. 8 ヶ月前に出産歴あり(帝王切開：出血量 560ml). 妊娠中異常の指

摘はなかった. 2018 年 1 月 18 日の健康診断で甲状腺機能低下症を指摘された. 22 日

に下剤を多めに使用したところ同日夕方から下痢が出現し A 病院を受診した. 23 日朝

に倦怠感を主訴として B 病院に救急搬送され, 低 Na 血症(Na126mEq/L)を指摘され

た. 専門医の受診を勧められ同日 C 病院を受診し甲状腺機能低下症に対しレボチロキ

シン 25μg/日を処方されたが、24 日に呂律不良も出現し、当院救急搬送となった. 来

院時は軽度の意識障害・構音障害・嘔気があり、血液検査では Na 123mEq/L, TSH 
10.52μIU/ml, FT4 0.46ng/dl と低 Na 血症・甲状腺機能低下症を認めた。レボチロキ

シンを 50μg/日へ増量し、副腎機能不全の可能性も考慮しハイドロコルチゾンの投与

を行った。また 1.3％食塩水の点滴静注による Na 補正を行った. 来院時の血液検査で

ACTH 2.5pg/ml, Cortisol <1.0μg/dl と低値であったことから下垂体機能低下が疑わ

れたため, 状態安定後に三者負荷試験, GHRP2 負荷試験, 尿中コルチゾール測定を施

行したところ ACTH は無反応低値, 尿中コルチゾールも低値であった。TSH 高値以

外に他ホルモン値に特記すべき異常はなかったことから, ACTH 単独欠損症と診断し

た. 

【結語】今回経験した ACTH 単独欠損症は, 人口 100 万人あたりの有病率は 19.1 人

で頻度は高くないが、全身倦怠感や食欲不振, 低血糖や低 Na 血症, 好酸球増多など副

腎不全を疑わせる所見を認めた場合に一考する必要がある. 特に本症例のような甲状

腺機能低下症を合併した例では, 副腎皮質ホルモンを補充せずに甲状腺ホルモンを補

充すると症状が悪化することがあり注意が必要である。 



（２）腹部 CT で初めてインスリンボールを指摘された膵性糖尿病の症例 

糖尿病・内分泌内科：臨床研究部    小出彩佳（研修医）、阿部隼希、 

吉村 將、松村祐介、日高由美、 

堀内由布子  

 

【はじめに】同部位にインスリン皮下注射を長期間行うことで、インスリンボール

を形成することがある。インスリンボールとはインスリン皮下注射を繰り返すことで

アミロイドが沈着して生じる硬結であり、同部位の皮下組織の毛細血管の血流が低下

するためインスリンの吸収が阻害される。一般的には硬結や不自然な膨隆として触れ

ることが多いが、今回腹部 CT を施行することで初めて確認され、血糖コントロール

が改善した膵性糖尿病の 1 例を経験したため報告する。 
【症例】71 歳男性。〔現病歴〕41 歳より膵性糖尿病に対して強化インスリン療法で

血糖管理を行っていたが、HbA1c 8.1%とコントロール不良であった。今回右特発性

顔面神経麻痺の診断でステロイドパルス療法を施行するにあたり、ステロイド投与に

伴う高血糖が予想されたため、入院にて FGM による血糖管理を行った。入院時より

血糖は不安定であったが、治療開始後著明な高血糖を認め、インスリンの漸増、DPP-4
阻害薬、α-グルコシダーゼ阻害薬内服の追加を行ったが血糖コントロールは極めて不

良であった。長期のインスリン投与歴であったが、腹部にインスリンボールを疑う硬

結を認めず、インスリン抗体も陰性であった。腹部 CT で皮下注射部位と一致して高

吸収域があり、画像上脂肪織炎症に伴いインスリン吸収をきたしたことが疑われた。

インスリン皮下注射部位を腹部から大腿へ変更したところ著明な血糖低下を認めた。

結果的にインスリンは大きく減量することが可能となった。 
【結語】長期的にインスリン皮下注射を施行されている糖尿病患者が不安定な血糖

変動を呈しインスリン増量を余儀なくされることはしばしば経験される。インスリン

ボールは原因の 1 つと考えられ、注射部位の変更により改善する。腹部所見を認めな

くても腹部 CT など画像評価を行うことで同様の変化が起こっていることを確認でき

る場合があり、血糖の安定化につながる。  



（３）活気低下、体重減少で出生後早期に入院し、21-水酸化酵素欠損症の 

診断に至った一例 

小児科：臨床研究部            松本 翼、中嶋敏紀、川村 卓、 

湯浅千春、澤野 徹、石黒利佳、 

牧村美佳、酒見好弘、山下博德  

 

症例は在胎週数 38 週、3182g で出生した日齢 5 男児。活気低下と出生体重から

12.3%の体重減少を主訴に当科入院となった。皮膚に軽度の色素沈着と、低ナトリウ

ム・高カリウム血症を認め、マススクリーニング検査では 17-OHP＞90ng/mL と異

常高値であった。先天性副腎皮質過形成を疑い、尿中ステロイドプロフィル検査を提

出し、21-水酸化酵素欠損症（21-OHD）の診断に至った。ステロイドとナトリウム

の補充を開始すると、活気は良好となり、体重増加も認め退院となった。21-OHD の

頻度は 1 万 8 千~1 万 9 千人に一人とされ、生後早期に診断・治療を要する重要な疾

患であり、文献的な考察も加え報告する。



（４）ウステキヌマブ投与中にアナフィラクトイド紫斑病を発症したクロ 

ーン病の１例 

消化器内科：臨床研究部      野田真也佳、山縣 元、山口裕也   

皮膚科：臨床研究部        土井和子    

臨床検査科            中山正道  

 

【症例】43 歳男性 
【現病歴】2010 年、下痢を機に大腸内視鏡精査で大腸炎型クローン病と診断。イン

フリキシマブ 300mg を開始したが効果は不十分で、倍量投与まで行ったが症状は改

善しなかった。2012 年よりアダリムマブ（ADA）40 ㎎とアザチオプリン（AZA）を

投与し症状は落ち着いた。2016 年に AZA の副作用と思われる汎血球減少が出現した

ため ADA のみを継続した。2017 年より腹痛と CRP 上昇が出現したため、ADA を

倍量とした。しかし自覚症状の改善が乏しく、ウステキヌマブ（UST）投与を行う方

針とした。【治療経過】UST390 ㎎静脈注射、8 週間後に UST 90 ㎎皮下注射を行っ

た。治療により腹痛や下痢は軽快し、内視鏡所見も改善した。しかし皮下注射から 1
カ月後に下腿皮疹が出現した。皮膚科で生検を行ったところ、病理組織学的には

Leukocytoclastic vasculitis の所見が認められ、蛍光抗体法で血管壁に IgA の沈着が

みられた。以上より IgA 血管炎と診断した。PSL20mg 投与により皮疹は軽快傾向と

なったが、その 1 ヶ月後に下腿浮腫や腹部膨満、呼吸苦が出現した。精査の結果、ネ

フローゼ症候群と診断し、腎生検ではメサンギウム細胞・基質の増殖と蛍光抗体法で

の IgA 陽性の所見が認められた。【考察】IgA 血管炎は IgA 免疫複合体が真皮上層の

血管壁に沈着して発症するアレルギー性血管炎である。小児の上気道感染後の発症例

が多いが、薬剤も原因の 1 つである。UST はヒト型 IL-12/23p40 モノクローナル抗

体である。クローン病の治療薬である抗 TNF-α製剤は副作用として IgA 血管炎との

関連報告があるが、UST 投与で IgA 血管炎が発症した症例はこれまでに報告されて

いない。文献的考察を加え、報告する。 



（５）急性肝炎様に発症した自己免疫性肝炎の一例 

肝臓内科：臨床研究部        井出尾麗花（研修医）、 

赤坂泰希（研修医）、原田 林、 

山下晋作、佐藤丈顕  

 

＜はじめに＞自己免疫性肝炎（AIH）は中年以降の女性に好発する原因不明の肝炎

である。その発症進展には自己免疫機序が関わることが推定され、治療はステロイド

が著効する。従来、AIH は慢性肝炎を呈するものと考えられてきたが、近年 急性肝

炎様に発症する AIH の報告例が増えてきている。そして、急性肝炎様に発症する AIH
には、純粋な急性肝炎症例と慢性肝炎の急性増悪例が混在しているものと考えられる

が、その鑑別はしばしば困難である。今回、我々は高齢女性で急性肝炎様に発症し、

ステロイド治療が奏功したにも関わらず肝硬変へと進展した AIH を経験したので報

告する。 
＜症例＞82 歳女性。主訴は軽度の全身倦怠感。 十年以上前より近医で高血圧、高

脂血症で加療されほぼ毎年血液検査を受けていたが、これまで肝障害を指摘されたこ

とはなかった。入院 42 日前の血液検査で AST 191、ALT 211 と初めてトランスア

ミナーゼの上昇認め、その後の再検査で AST968、ALT 836 とさらに上昇していたた

め、当科を紹介され、同日入院となった。ウイルス性肝炎や薬物性肝障害など他の原

因による肝障害は否定的であり、抗核抗体陽性かつ、IgG 1986 と高値であったため、

AIH が強く疑われた。肝性脳症は認めないものの PT＜40％で急性肝不全（非昏睡型）

の状態であった。早急に治療介入が必要だと考え、肝生検は施行せず、ステロイドパ

ルス療法（ｍPSL 500mg/日×3 日間）施行し、引き続きプレドニン 50mg/日より漸

減した。トランスアミナーゼは速やかに低下し、ステロイド著効と判断、AIH と確診

した。トランスアミナーゼは低下しているが、肝硬変は完成している。 
＜結語＞急性肝炎様に発症した AIH を経験した。急速な経過で急性肝不全をきた

し、ステロイド治療が奏功したにも関わらず、肝硬変へと進展した。 



（６）認知機能障害を合併した高齢うつ病患者に対し右片側 mECTを行った 

症例 

精神科：臨床研究部         松島敏夫、真武徳至、楯林寛子、 

呉 祥子、品川 誠、中島康裕、 

三浦智史  

 

mECT は広く使用される有効性の高い治療法である。しかし、副作用に健忘やせ

ん妄、認知機能障害が指摘されており、過去の mECT でせん妄を起こした患者やす

でに認知機能低下を伴う患者には使用しにくい。右片側法では認知機能障害が少ない

と言われている。今回、我々は認知機能低下が指摘されているうつ病患者に対し右片

側 mECTを施行した症例を経験したため、報告する。68歳男性 生育歴に特記なし。

精神病性の症状を伴ううつ病に対し当科にて mECT を 6 回施行し、いずれも寛解し

た。しかし、すべてのコースで健忘などの認知面での副作用を認めた。また、近医で

経過観察中に認知機能障害を指摘され、抗認知症薬で加療開始された。X 年 6 月抑う

つ症状の再燃をきたし、右片側法での mECT を施行した。抑うつ状態は寛解し、従

前の認知機能を維持することができた。過去すべての mECT で必要とした身体拘束

も不要であった。 



（７）多彩な症状を呈したあるモンスターペイシャントの 1例 

呼吸器内科：臨床研究部       日髙孝子、三島祥平、武田哲志 

 

症例： 67 歳 男性 
現病歴：1985 年から当院精神科ならびに内科にて強迫神経症と高脂血症、2 型糖尿

病加療中で、2011 年ごろより難治性蕁麻疹で当院皮膚科にて加療を開始された。2014
年 6 月より夜間の当直医への電話や救急外来受診が頻回となり、同年 9 月に救急外来

受診の際に当直医との間でトラブルになり警察へ連絡。2015 年 8 月に肺気腫のため

当科に受診となった。下肢痛としびれ、全身倦怠感、皮膚掻痒感を訴え、CT 上気腫

性変化はあるものの経過観察となった。その後も当直医を電話口で罵倒することが頻

回となり、内科主治医との間でもトラブルとなったため内科通院は中止となった。全

身倦怠感についてホルモン負荷試験を行った結果反応は不良で、相対的副腎不全とし

てコートリル内服を開始したが諸症状の改善なかった。末梢神経障害の精査のため大

学病院神経内科へ紹介し精査の結果、高度の末梢神経障害が判明したが原因は特定で

きなかった。高 IgE 血症と血中 VEGF 高値のため精査目的で 2016 年 10 月に当科入

院となった。この入院中に病棟看護師との間で服薬について口論となり、夜間主治医

が来院し病室に大量のコーラを見つけ、問診にて 1 日 5L 以上のコカコーラ摂取が判

明した。問題行動の原因としてカフェイン過剰摂取の可能性が疑われたため直ちにコ

ーラ摂取を禁止した。中止翌日から意識レベルの低下、血圧低下、誤嚥を合併し呼吸

不全となったため高濃度酸素投与と輸液、抗生剤投与に加え、定期の睡眠薬を減薬し

た結果食事摂取も可能となり退院となった。退院後は、急速に高 IgE 血症が正常化し、

下肢痛、しびれ、蕁麻疹も改善傾向にある。2016 年 11 月以降現在までトラブルの報

告はない。 
本症例は、基礎に精神疾患を有する患者のコカコーラ大量摂取によるカフェイン中毒

の症例で、身体症状や問題行動との関係が否定できないため文献的考察を行い報告す

る。 



（８）門脈血栓症で小腸壊死となり緊急手術が必要となった 2 例 

外科：臨床研究部           金光芳樹（研修医）、東島亘宏、 

小山虹輝、新海健太郎、小田康徳、 

空閑啓高、尾立西市、田邊麗子、 

豊福篤志、轟木秀一、田村和貴、 

廣吉元正、堤 宣翁 

血液内科：臨床研究部        武藤敏孝 

 

【緒言】門脈血栓症は原因疾患に対する治療や抗凝固・線溶療法のみで治癒しうる一

方で、時に血栓が拡大すると腸管壊死を生じ、外科的治療を要する場合もある。成因

としては肝硬変、腹部悪性腫瘍、腹腔内感染症、炎症性疾患、先天性凝固異常などが

挙げられるが、特発性が約半数を占めるともされる。今回、門脈血栓症から小腸壊死

となり、緊急手術となった 2 例を経験したので報告する。 
【症例 1】 40 歳 男性  2017 年 11 月より徐々に増悪する腹痛にて当院救急外来

を受診し、精査加療目的に入院。造影 CT 施行したところ、上腸間膜静脈-門脈部の

局所的な血栓形成、腸管虚血を認めた。同日緊急で試験開腹術を行い、壊死小腸を切

除。人工肛門・粘液瘻を増設し手術終了した。術後より抗凝固療法としてリコモジュ

リン、ノイアート、オルガランの投与にて管理を行ない、12 月末に人工肛門閉鎖術

を施行し、術後経過良好として 1 月末に退院となった。 
【症例 2】 74 歳 女性  2018 年 1 月に腹痛のため当院へ救急搬送。造影 CT で

上腸間膜静脈-門脈部での血栓形成・小腸壊死を認め、同日小腸部分切除術＋腹腔内

洗浄ドレナージ術＋人工肛門造設術を施行した。術後よりノイアート、オルガランで

の抗凝固療法開始。フォローアップの CT にて門脈血栓がほぼ消失していることを確

認し、オルガランをヘパリン持続静注へ変更した。人工肛門閉鎖術前にヘパリン off、
術後よりワーファリン内服を開始し、術後経過良好として現在は地域包括ケア病棟に

入院中。近日中に退院予定となっている。 
【考察】門脈血栓症は門脈血流が保たれている場合には無症状もしくは軽度腹痛・発

熱程度の症状しか示さないが、門脈本幹の閉塞に至れば肝不全、上腸間膜静脈閉塞と

なれば小腸壊死と重篤な転帰に繋がる疾患である。このため、門脈血栓症が想定され

る場合には早期に超音波検査・造影 CT・血管撮影といった検査や、診断に応じた適

切な治療が求められる。また、確定的な診断には至っていないが、今回の症例は両者

とも AT-Ⅲ欠損症の可能性があり、術後の抗凝固療法に関してもその点を考慮して実

施する必要があった。門脈血栓症改善後も、血栓症の再発を避けるために成因を考慮

した抗凝固管理を継続して行うことが重要である。 

 

 

 

 



（９）胆嚢原発の混合型腺神経内分泌癌の 1 例 

外科：臨床研究部           東島亘宏、新海健太郎、廣吉元正、 

小山虹輝、小田康徳、尾立西市、 

田邊麗子、豊福篤志、轟木秀一、 

田村和貴、空閑啓高、堤 宣翁 

 

症例は 71 歳、女性。2016 年 5 月に右季肋部痛の自覚を契機に総胆管結石を診断さ

れ、当科で内視鏡的切石術を施行された。その際に撮影された CT・MRI で胆嚢底部

の 14mm 大の限局性壁肥厚を指摘され、悪性腫瘍の可能性のあるため手術をすすめ

られたが、本人希望により経過観察の方針となっていた。2017 年 10 月になって本人

が手術を希望されたため、10 月 19 日に腹腔鏡下胆嚢板胆嚢摘出術を施行された。切

除標本の病理組織学的所見は免疫染色で ChromograninA（focal+）,Synaptophysin
（+）,CD56（+）,Ki67 labeling index:90%の胞巣状あるいは充実性構造を示す神経

内分泌癌の成分と腺管状の増殖を認める腺癌の成分が混在し、胆嚢原発の混合型腺神

経内分泌癌の診断となった。術後早期より肝転移再発を来たしたため、現在は外来で

化学療法（GEM+CDDP）継続中である。  混合型腺神経内分泌腫瘍（mixed 
adenoendocrine carcinoma：MANEC）は神経内分泌癌と腺癌が混在する腫瘍であり、

各々の成分が 30％以上のものと定義される。胆嚢原発の MANEC は早期より肝転移、

リンパ節転移をきたしやすく予後不良の疾患である。画像診断上は本疾患に特徴的な

所見はなく、本症例と同様に、術前に胆嚢炎、胆嚢癌と診断され病理組織学的診断に

よる偶発例が多い。胆嚢原発の MANEC は非常に稀であり、若干の文献的考察を加

えて報告する。 



（10）Pmmab+FOLFOX療法が著効した小腸癌 StageⅣの 1 例 

外科：臨床研究部           小山虹輝、豊福篤志、東島亘宏、 

新海健太郎、小田康徳、尾立西市、 

田邊麗子、轟木秀一、廣吉元正、 

田村和貴、空閑啓高、堤 宣翁 

 

【緒言】小腸癌は全悪性腫瘍の内、0.1-0.3%、全消化管悪性腫瘍の内 2%と稀な疾

患である。早期発見が困難なため進行癌として診断されることが多く、5 年生存率

は 26-30.5%と予後不良である。また、術後補助化学療法や再発症例に対する確立さ

れた化学療法も現時点では存在しない。今回、遠隔リンパ節転移を伴う小腸癌に対

して Pmab+FOLFOX 療法が著効した 1 例を経験したため、文献的考察を加えて報

告する。【症例】症例は 68 歳男性。2014 年に下行結腸癌に対して当院にて腹腔鏡

補助下下行結腸切除術を施行。(UICC pT1N0M0 pStageⅠ) 2015 年に上行結腸癌

に対して腹腔鏡補助下結腸右半切除術を施行(UICC pT1N0M0 pStageⅠ)。当科外

来にてフォロー中であったが、2017 年の CT で左鎖骨上窩・傍大動脈・腸間膜に多

数のリンパ節転腫大を認めた。悪性リンパ腫が疑われ、診断目的に 2017 年 8 月 30
日に腹腔鏡下腸リンパ節生検を施行した。術中、小腸に腫瘍性病変を認め、小腸部

分切除も追加で行った。病理組織診断の結果、いずれも adenocarcinoma の診断で、

広範なリンパ節転移を伴う小腸癌 StageⅣと診断した。 9 月 29 日より

Pmab+mFOLFOX6 療法による全身化学療法を開始した。5kur 終了時点での CT
検査で、腸間膜リンパ節以外のリンパ節転移は消失しており、ほぼ CR と判断した。

【考察】切除不能・転移・再発小腸癌に対する全身化学療法は症例数も少なく、無

作為化比較試験に基づいた標準治療は定まっていない。現時点では、世界的にも大

腸癌の化学療法を参考にレジメンが選択されている。小腸癌に対して分子標的薬が

有効であったとする報告は非常に少なく、本邦においては自験例を含めて 3 例であ

った。今後、小腸癌における分子レベルでの解析が進み、症例の集積と臨床試験が

行われることが必要であると考える 



（11）けいれんを主訴に来院した脳動静脈奇形の 7 歳女児例 

小児科：臨床研究部         松原祥恵、川村 卓、南里亜由美、 

安永由紀恵、緒方怜奈、 

山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德 

 

小児の無熱性けいれんは、臨床の場でもしばしば経験する。今回われわれは、嘔吐

を伴うけいれんを主訴に来院され、脳動静脈奇形、頭蓋内出血の診断にいたった症例

を経験した。症例の報告と、小児期の脳卒中発作、脳動静脈奇形についてまとめた。

また、今回の症例は、発作が焦点発作であったこと、けいれん後の意識レベルの変容

があったことより、緊急頭部 CT を施行し、最終的に診断にいたったが、けいれん時

の緊急頭部画像検査すべき所見についてまとめた。【症例】7 歳、女児。兄とけんか

をした後から嘔吐を頻会にくりかえした。症状が持続するため近医小児科を受診し、

その際、口唇のぴくつき、眼球の左方偏移が出現し、3 分程度で自然頓挫した。けい

れん発作と診断され、精査加療目的に当院へ搬送となった。当院来院時、バイタル、

血液検査所見に特記所見はなかったが、意識レベルの変動があり、頭部 CT 撮影を行

い、左頭頂葉脳出血を認めた。産業医科大学へ転院搬送し、精査にて脳動静脈奇形に

よる左頭頂葉脳出血と診断となった。転院先にて血腫除去術、脳動静脈奇形摘出術が

行われ、術後経過良好で後遺症なく退院した。 

 



（12）家族歴より Lynch 症候群を疑い、遺伝学的検査を行った子宮体癌の 

一例 

産婦人科：臨床研究部        小野結美佳、黑川裕介、藤川梨恵、 

北川麻里江、河村京子、元島成信、 

熊谷晴介、川越秀洋、牟田 満、 

大藏尚文 

 

症例は 69 歳、2 妊 2 産。検診目的で受けた PET 検査にて子宮に集積を認め、当院

に紹介となった。既往歴には特記事項なし。家族歴は以下のとおり。母：乳癌、兄：

大腸癌、母方の叔父：胃癌、母方の叔母：甲状腺癌、次男：白血病。骨盤造影 MRI
検査にて子宮体部を置換する 6cm 大の腫瘤性病変を認め、同部の組織にて類内膜癌

G3 であった。家系にリンチ関連の癌の集積あり、上下部消化管内視鏡検査を施行し

たところ、上行結腸の 10mm 大のポリープ様隆起から腺癌が認められ、大腸癌の診

断に至った。子宮体癌の診断にて根治術を行い、子宮体癌 IIIC2 期、pT3aN1M0、
類内膜癌 G3 の診断に至った。大腸癌に対しては子宮体癌の術後 20 日目に EMR を

行った。子宮体癌の組織より行ったマイクロサテライト不安定性検査では陰性であり、

リンチ症候群の可能性は低くなったが、家族集積性が強いことから、マルチジーンパ

ネルにて精査中である。 



（13）当院における遺伝カウンセリング外来の歩み 

産婦人科：臨床研究部        川上浩介、近藤恵美、河村京子、 

元島成信  

小児科：臨床研究部         牧村美佳、中嶋敏紀、酒見好弘  

外科：臨床研究部          轟木秀一、豊福篤志 

遺伝カウンセリング担当看護師    下川亜矢 

 

当院では 2014 年 11 月より遺伝カウンセリング外来における出生前遺伝カウンセ

リングを開始し、2015 年 6 月より家族性腫瘍カウンセリングを開始した。今回当科

でこれまで遺伝カウンセリングを行った症例を後方視的に検討して、当科の現状を

把握し、今後よりよい遺伝カウンセリングを行う道標を模索する。クライアント総

数は 2018 年 1 月で 252 例となり、内訳は出生前遺伝カウンセリング 223 例、家族

性腫瘍カウンセリング 12 例、その他 17 例を認めた。出生前遺伝カウンセリングの

リスク毎の内訳は高年妊娠 170 例、先天性疾患の出産既往 17 例、超音波検査異常

15 例、母体血清マーカー陽性 11 例、漠然とした不安 10 例を認めた。高年妊娠は遺

伝学的検査の意思決定で NIPT89 例、羊水検査 58 例、クワトロテスト 2 例、超音波

マーカー2 例、検査希望なし 19 例を認めた。先天性疾患の出産既往の内訳は染色体

数的異常 7 例、構造異常 3 例、単一遺伝子疾患 3 例、出生前遺伝学的検査では判明

しない疾患 4 例を認めた。超音波検査異常では NT 肥厚 8 例、cystic hygroma6 例、

心臓疾患 1 例を認めた。母体血清マーカー陽性は遺伝学的検査の意思決定で追加検

査希望なし 4 例、羊水検査 7 を認めた。漠然とした不安の理由には家族からの勧め 2
例、専門的知識の誤解 3 例、社会的ハイリスクや精神疾患合併 5 例を認めた。一方

家族性腫瘍カウンセリングの疾患毎の内訳は HBOC7 名、Lynch 症候群 5 名を認め

た。ほぼ同時期に開始した出生前遺伝カウンセリングとの症例数の違いについて、

後者は遺伝学的不安より原疾患の不安が強いためではないかと推測する。家族性腫

瘍は若年発症傾向、多発癌・重複癌傾向、次世代への継承などがあり、家族性腫瘍

の診断は患者、家族に利益をもたらすと考える。医療者は積極的に家族性腫瘍の情

報提供を行うことが必要であり、当院では外科、婦人科が協力して疑わしい患者は

専門家による家系図の作成を行い、ハイリスク患者には遺伝カウンセリング外来の

受診を勧めている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

地域医療講演会の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域医療講演会 

        地域医療連携部長  佐藤 丈顕 

  

当院では 2002年より地域医療研修センター「鴎」にて、地域のすべての医療従事

者を対象に地域医療講演会を開催しています。今年度は第 53 回を 2017年 10 月 10 日、 

第 54 回を 2018年 3月 13日におこないました。 

 

第 53 回   2017年 10月 10日 19時 

「持続血糖測定で見る糖尿病治療」 糖尿病内分泌代謝内科 堀内由布子医師 

「フットケアについて」  神川孝子看護師 

 

第 54 回   2018年 3月 13日 19時 

「日常診療におけるＣＴ/ＭＲＩ」 放射線科 川波哲医長 

   

 

地域医療講演会の案内は、院内でおこなわれ地域に開放している他の勉強会や研修 

（がん医療に関する学習会、リソースナースセミナー、NST 学習会、感染対策研修会、

医療安全研修会等）の案内とともに、毎月地域の医療機関に郵送させていただいている

NHO 小倉医療センターだよりに同封しています。多くの地域の医療従事者の参加をお願

いします。 

 

   
  



地域医療講演会抄録 
 

「 持続血糖測定で見る糖尿病治療」  

2017 年 10 月 10 日  

           内科：臨床研究部    堀内 由布子 
          
2001 年から 2010年に行われたアンケートから、日本人の 2型糖尿病患者は有意に

死亡率が高くなること、血糖コントロール不良群でその傾向が強くなることが示され

た。今まで様々な大規模臨床試験で、合併症の進行抑制や死亡率減少のために、どの

ような治療目標がより望ましいか検討されてきた。その中で HbA1cのコントロールが

不良なこと、治療中に重症低血糖を認める群で有意に死亡率の上昇を認めることが報

告されてきた。それを受けて、2013年に HbA1c降下目標が熊本宣言として提唱され、

さらに認知症を認める高齢者の HbA1c降下目標も別途示された。重症低血糖を来たさ

ず HbA1cを改善するために、個人に合った糖尿病治療薬の選択する必要がある。持続

血糖測定は簡便で、かつ糖尿病治療薬の調節に有用であるため、より血糖値変動幅の

小さい厳密な血糖調節が可能となった。また、各々の薬と心血管イベントの発生なら

びに腎障害に対する影響に関する大規模臨床試験の結果が少しずつ明らかになって

きている。患者個人個人に適切な治療選択をするために、糖尿病治療薬の特徴を生か

しながら、持続血糖測定などを利用し、厳密な血糖コントロールが可能となってきて

いる。



「 フットケアについて」  

2017 年 10 月 10 日  

           看護部：臨床研究部   神川 孝子 
          

糖尿病足病変は、爪の変形・爪や皮膚の白癬・爪周囲の炎症・足趾や足の変形・胼

胝・皮膚潰瘍・末梢動脈疾患など様々な病態により、足に潰瘍や壊疽が出来る。また

重症化すると足の切断に至る事もある糖尿病合併症の 1つである。この糖尿病足病変

に罹患する患者は急増しており世界では３０秒に 1肢が切断されているといわれて

いる。だが糖尿病合併症（視力障害・神経障害・血流障害）の進行や高齢・肥満・生

活習慣などや、本人の訴えがない限り、足の裏までチェックする機会が少ない為、足

病変を早期発見する事が難しくとなり治療が遅れたりする事がある。よって糖尿病患

者の足を守る為にも、普段の血糖コントロールに加えて予防的な足のケアと早期発見

により重症化予防を行なわなければならない。 

H２０年の診療報酬改定により糖尿病合併症管理料（月１回/１７０点）が算定でき

るようになり、当院でも H２１年よりフットケア外来を開設して実施している。患者

自身がフットケアの重要性を理解して、予防対策が出来る事が必要だが、医療スタッ

フがチームとしてフットケアの必要性を理解して、指導や処置が出来るようになる事

と、患者の良き相談相手・指導者となる必要性がある。 

フットケア外来では、足病変の病態や特徴を理解し、リスクの高い患者の選別、足

病変の早期発見、アセスメント、そして予防的指導やケアを行っている。内容として

は、医師の指示があった患者に対して、問診・視診・触診にて足のアセスメントを行

い、アセスメントに基づいて足の観察方法や足浴、自己で爪の手入れを踏まえてのﾎﾟ

ｲﾝﾄを抑えながらの爪切り、角質・肥厚の処置や、胼胝・鶏眼の予防対策となる靴の

選択方法などに加えて、日常療養生活の指導を実施している。つまり、患者自身が足

を大切にできるように働きかけ、患者個々の状態に合わせた療養生活を支援出来るこ

とを目的として指導を実施している。  

また、フットケアは足病変を予防・治療・回復を促進するという意味だけでなく、

患者と医療者が相互理解に基づきフットケアを行い、ケアを通して長期にわたって続

く糖尿病とともに生きていく生活を支えるものである。 

糖尿病医療の進歩に伴い、糖尿病の療養指導は多様化し、指導についても各職種の

もつ範囲が広がり、かつ専門性が深くなった。今後各職種が連携し、専門性を生かし

たチームアプローチを行っていきたいと考える。 

 



「 日常診療におけるＣＴ/ＭＲＩ」  

2018 年 3 月 13 日  

           放射線科：臨床研究部   川波 哲 
         

2017 年 10月に小倉医療センターに着任しました。常勤 3名体制から常勤 2名＋非常

勤 1名体制となり、翌年 2018年 10月には新しい外来棟での診療が開始されます。放射

線科の画像診断装置も更新され、ヘリカル CT最高機種の 80列 MDCTと最新型 1.5TMRI

が導入されます。皆様のよりよい診療に貢献出来るよう、放射線部門全体で頑張ります。

我が国の放射線科医の数は、OECD加盟国と比較してまったく不足しており、私もまず

は診療のボリュームに対処せねばなりませんが、楽しく診療を行うことをモットーにし

て参ります。現在の画像診断は、形態学を基本とした“画像と病理の対比”の世界から、

“IMAGING BIOMARKER”の世界へとシフトしつつあるところで、新しい診断機器を用い

て、皆様方の診療に役に立つ画像を提供したいと考えています。消化管、呼吸器、心臓、

骨軟部、肝胆膵、小児、脳、精神科、産婦人科、その他、当院で診療を行う全ての疾患

に対応できるようにしてまいります。低侵襲、低被曝の原則は当然守ります。最近のマ

スコミは、人生 100年時代などと、高齢者にたいする耳障りのいいキャッチフレーズを

流布させようとしています。長生きも大事です。しかし、次世代にすみよい社会をつな

いでいくことのほうが、より重要だとも、個人的には考えています。皆様、どうぞうよ

ろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

臨床病理カンファレンス（ＣＰＣ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPC（臨床病理カンファレンス） 

 
臨床検査科長   中山 正道 

 

今年度の剖検数は 4件で、過去３年間は 3件、1件、１件と推移しています。 

年度内に 4件の内の 2件の CPCを施行しました。 

 

2017 年度 第 1回 CPC 

2017 年 12月 11日 17:00-18:00 鴎大ホール 

「膵腫瘍と巨大肝腫瘍の合併を認めた一症例」 

主治医：肝臓内科 原田林／金光芳樹 

執刀医：中山正道 

発表者：臨床 赤坂泰希、金光芳樹、山本紗由美、病理 中山正道 

司会：原田林 

参加総数：30名 

 

2017 年度 第 2回 CPC 

2018 年 3月 27日 17:00-18:00 鴎大ホール 

「サルコイドーシスと鑑別を要した間質性肺炎の一例」 

主治医：呼吸器内科 日高孝子／松村祐介 

執刀医：久保田奈緒（非常勤〔久留米大学〕） 

発表者：臨床 井手尾麗花、小出彩佳、高木宣典、日高孝子、病理 久保田奈緒 

司会：中山正道 

参加総数：20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPC の記録 

2017年度 第 1回 CPC症例 
剖検番号：A17-0002 82歳 男性  剖検日時：2017/10/06 

執刀医：中山正道 助手：大友翔太、鬼海祐輔 

介助：赤坂泰希、井手尾麗花、金光芳樹、山本紗由美、小出彩佳、高木宣典 

 

【病理診断】 

主病変 

1. 膵神経内分泌癌（Pancreatic neuroendocrine carcinoma: P-NEC）（膵体尾部） 

浸潤・転移：肝臓（1780g）、胆嚢、両側副腎（左：25g、右：60g）、 

大動脈周囲リンパ節、膵頭部周囲リンパ節 

2. 高～中分化型肝細胞癌 

浸潤・転移：なし 

副病変 

1. 気管支肺炎（右下葉） 

2. 肺うっ血、肺水腫、肺出血（左：380g、右：670g） 

3. 求心性心肥大（350g） 

4. 大動脈粥状硬化症 

5. 諸臓器うっ血（脾臓〔120g〕、腎臓〔左：150g、右：140g〕） 

6. 腔水症（左胸水：50ml、右胸水：50ml、腹水：200ml） 

【総括】 

 2016年 7月から近医で糖尿病にて投薬定期診療されていた。2017 年 7月から持続する体

重減少と肝機能障害を認め、9 月に当院紹介された。造影 CT で肝右葉をほぼ置換する巨大

腫瘍と膵体部に腫瘤性病変を認め、CA19-9 39.5、AFP 165 と高値であった。進行性膵癌も

しくは肝癌と診断され、緩和ケアの方針となり、2017 年 10月に死亡退院となった。 

病理解剖に対しての疑問点として、原発巣の確定が挙げられた。 

膵臓では膵体尾部に 6.2cm大の白色充実性病変がみられ、病変部では多巣性壊死を伴う胞巣

状、索状あるいは充実性構造を示す腫瘍細胞の増殖を認めた。核分裂像は強拡大 10視野中

6個であったが、免疫染色にて Chromogranin A(+)、Synaptophysin(+)、CD56(focal+)、Ki67 

index:60％であり、膵原発の神経内分泌癌（Neuroendocrine carcinoma:NEC）の所見と判断

した。また、肝臓では、肝右葉に 12cm大の緑色調病変が混在する白色充実性病変が主体の

腫瘤性病変を認めた。白色病変部では膵でみられる病変と同様の組織像がみられ、NECの肝

転移の所見と判断した。緑色病変部では胆汁産生を伴う高～中分化相当の肝細胞癌の所見を

認めた。両者は併存して存在しており、腫瘍内転移の所見と考えられた。 

胆嚢、両側副腎、膵頭部周囲リンパ節、大動脈周囲リンパ節に NECの転移を認めた。 

原発巣は膵体尾部の NECと考えられ、死因に関しては、腫瘍死と判断した。 

 



2017年度 第 2回 CPC症例 

剖検番号：A18-0002 68歳 男性  剖検日時：2018/1/16  

執刀医：久保田奈緒 助手：大友翔太、鬼海祐輔 

介助：赤坂泰希、井手尾麗花、金光芳樹、山本紗由美、小出彩佳、高木宣典 

 

【病理診断】 

主病変 

1. 間質性肺炎 (Usual interstitial pneumonia) 急性増悪 (左 610g, 右 600g) 

副病変 

1. 慢性肝炎 (990g) 

2. 求心性心肥大 (530g) 

3. 大動脈粥状硬化 

4. 肺門リンパ節反応性腫大 

5. 単純性左腎嚢胞 (165g) 

6. 諸臓器うっ血：脾臓(110g) 

【総括】 

間質性肺炎でフォローされていた患者であり、血中 ACE上昇が認められサルコイドーシスも

疑われていた。抗原隔離や環境調整を行うも治療効果は得られなかった。 

経過中、肺炎や肝機能悪化を伴い治療をされていたが、呼吸状態が悪化し酸素投与や塩酸モ

ルヒネで対応するも死亡となった症例である。 

病理学的には、両肺はともにDiffuse alveolar damage (DAD)を伴うUIP (Usual interstitial 

pneumonia) pattern を示しており、間質性肺炎急性増悪と考えられる所見であった。明ら

かな感染や悪性を疑う所見は指摘できなかった。鑑別として、慢性過敏性肺炎などによる

UIP pattern が挙げられたが、線維化が著明であり、残存する肺胞組織でも DADに伴う変化

がみられ、UIP patternを示す病態の原因ははっきりしなかったが、間質性肺炎による UIP 

pattern として矛盾しない所見であった。慢性過敏性肺炎に有意な所見である架橋線維化や

肉芽腫、リンパ濾胞などは観察されなかった。 

また、肝機能悪化の原因に関しては、部分的な線維性架橋の形成と軽度の炎症が観察され新

犬山分類 F2A1相当の慢性肝炎の所見がみられるのみであり、その原因は明らかではなかっ

た。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

臓器別臨床病理公開カンファレンス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消化器病カンファレンス  
 

臨床研究部長   堤 宣翁   

  
消化器疾患で術前診断に苦慮した症例や、病理診断の結果で普段経験することが無い

ような貴重な症例について、消化器内科・消化器外科・放射線科の各臨床医が月一回（第

３木曜日）集まり、術前診断・画像診断・手術結果・病理診断そして治療方針について

の検討を行うカンファレンスを行っています。特に、病理診断は臨床の現場においては

「最後の審判」にも例えられ、診断の過程・結果を再検討し、臨床診断の向上と治療の

正当性を検証する場として、貴重なディスカッションを行う場所となっています。 

 ベテランのみならず若手研修医や各スタッフへ活力を与え、さらに臨床力を研鑽する

場として、今後も熱意をもってカンファレンスを続けたいと思っています。院内だけで

なく、地域の開業医の先生方も含めたオープンなカンファレンスですので、今後とも多

数ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

症例提示： 

平成 29年 6月 22日 

「小腸出血の 1例」 

 担当：外科 井出尾麗花、新海健太郎、空閑啓高 

 

平成 29年 8月 10日 

「膵腫瘍の 1例」 

 担当：外科 山本紗由美、新海健太郎、空閑啓高 

 

平成 29年 11月 9日 

「大腸癌における術前検査と病理結果の比較検討（4例）」 

 担当：外科 小山虹輝 

 

平成 29年 12月 14日 

「胃癌における術前検査と病理結果の比較検討」 

 担当：外科 東島亘宏 

 

平成 30年 1月 11日 

「胆嚢病変（3例）」 

 担当：外科 東島亘宏 

 



平成 30年 2月 8日 

「直腸腫瘍の 1例」 

 担当：消化器内科 野田真也佳 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

がん医療に関する学習会 
 



がん医療に関する学習会 
第 17 回 

平成 29年 4月 26日 

堤 宣翁  

「がん総論（がんの生物学・化学療法・分子標的薬）」 
 

第 18 回 

平成 29年 5月 10日 

堤 宣翁  

「分子標的療法 がんの疫学・がん検診」 
 

第 19 回 

平成 29年 5月 24日 

堤 宣翁  

「緩和医療について」 

 

第 20 回 

平成 29年 6月 14日 

山口裕也  

「疼痛コントロールの基本」 

 

第 21 回 

平成 29年 6月 28日 

堤 宣翁  

「外科治療学、がんの診療と倫理、病理学、放射線療法概論」 

 

第 22 回 

平成 29年 7月 12日 

濱田香乃  

「リンパ浮腫患者の日常生活の援助」 

 

第 23 回 

平成 29年 9月 27日 

中島康裕  

「がん患者にみられる精神症状」 

 

 



第 24 回 

平成 29年 10月 11日 

空閑啓高  

「肝臓がんについて」 

 

第 25 回 

平成 29年 11月 8日 

河村京子  

「家族性腫瘍について ～乳がん卵巣がん症候群とリンチ症候群を中心に～」 
 

第 26 回 

平成 29年 11月 22日 

武藤敏孝  

「造血器腫瘍の概説」 
 

第 27 回 

平成 29年 12月 13日 

倉本麻美、中川るい  

「緩和ケアチーム事例報告 外来での継続した関わりについて」 
 

第 28 回 

平成 30年 1月 24日 

田村和貴  

「肺がんについて」 
 

第 29 回 

平成 30年 2月 14日 

山縣 元、田邉麗子  

「胃癌の内視鏡的切除」 
 

第 30 回 

平成 30年 2月 28日 

轟木秀一  

「乳がんの診断から治療について」 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

がん診療に携わる医師のための 

緩和ケア研修会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修会 
 

臨床研究部長       堤 宣翁 

 

平成 29 年７月 22・23日の 2日間、当院鴎大ホールにおいて「第 5回小倉医療センタ

ー がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修会」を開催しました。本研修会は、が

ん拠点病院または拠点病院を目指す病院に毎年開催が義務づけられており、当院もがん

拠点病院を目指すべく平成 25年から開催しております。 

 今年度は院外医師 2名、院内医師 10名、看護師 6名の計 18 名を受講者として迎え、

福岡県単位型研修会プログラムに準じて合計 16時間の研修を行いました。緩和ケアに

関する講義・ワークショップ・ロールプレイなどタイトなスケジュールにも関わらず、

最後まで熱心に研修に参加していただき、受講者全員に修了証を授与することができま

した。今年度からは研修会のテキスト・スライドも新しくなり、より実診療に近い実践

的なものになっています。 

 院外ファシリテーターとしては、JCHO九州病院緩和ケア科今村秀先生・小倉南区の

岩本クリニック岩本拓也先生・九州労災病院八谷泰孝先生・行橋記念病院執行正倫先生

にご協力をいただきました。地域連携のセッションでは小倉医師会訪問看護ステーショ

ンの泉さん、はんずあい小倉の高橋さんに参加していただき、「地域全体で支えていく

緩和医療について」のグループワークを行いました。お忙しいにも関わらずご協力をい

ただきました先生方に、この場をお借りしてお礼申し上げます。今後当院も小倉南区で

の緩和ケアのネットワークを拡げ、がん診療や緩和医療の面でもより充実した診療が行

えるように努力して行きたいと思います。 

 本研修会は「がん診療に携わるすべての医師が受講すること」を目標として、厚生労

働省・日本緩和医療学会の指導のもとに開催しており、緩和ケアに必要な知識・スキル

を研鑽する場として非常に有用な研修会となっています。この研修の受講は麻薬指導料

や共同指導管理料加算の必要条件ともなっておりますので、未受講の先生には本研修会

を受講されるようお勧めいたします。 

 来年度も 7月 21日に本研修会を開催する予定ですので、多くの方々にご参加いただ

きますよう宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 



がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修会 
 

平成 29 年 7 月 22日 
 

堤 宣翁  

「緩和ケア概論」 
「つらさの包括的評価と症状緩和（社会的苦痛の緩和）」 

 

 

平成 29 年 7 月 23日 
 

中島康裕  

「精神症状（せん妄）」 
「コミュニケーション」 

 

堤 宣翁  

「療養場所の選択と地域連携」 

 

 

 



第 5 回 NHO 小倉医療センター単位型緩和ケア研修会 

開始 終了 時間 内容 会場 

1 日目 

13:00 13:30 30 受付  

13:30 13:50 20 プレテスト 鴎大ホール 

13:50 14:00 10 緩和ケア研修会開講式（開会の挨拶） 鴎大ホール 

14:00 14:45 45 
緩和ケア研修会の開催にあたって 

緩和ケア概論 
鴎大ホール 

14:45 15:00 15 休憩  

15:00 16:30 90 がん疼痛の評価と治療 鴎大ホール 

16:30 16:50 20 アイス・ブレイキング 鴎大ホール 

16:50 18:20 90 がん性疼痛事例検討 鴎大ホール 

18:20 18:30 10 休憩  

18:30 20:00 90 オピオイドを開始するとき 鴎大ホール 

20:00 20:20 20 1 日の総評・まとめ 鴎大ホール 

2 日目 

8:30 9:00 30 受付  

9:00 9:45 45 呼吸困難 鴎大ホール 

9:45 9:55 10 休憩  

9:55 10:40 45 消化器症状 鴎大ホール 

10:40 10:50 10 休憩  

10:50 11:35 45 精神症状（不安・抑うつ） 鴎大ホール 

11:35 12:20 45 精神症状（せん妄） 鴎大ホール 

12:20 13:20 60 昼食  

13:20 16:20 180 
コミュニケーション・ロールプレイ 

鴎大ホール 
コミュニケーション（講義） 

16:20 16:30 10 休憩  

16:30 17:30 60 地域連携と治療・療養の場の選択 鴎大ホール 

17:30 18:00 30 振り返りとポストテスト 鴎大ホール 

18:00 18:15 15 修了証授与・閉会の辞 鴎大ホール 

 



 

 

 

 

 

 

臨床研究部関連規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター臨床研究部運営規程 

（目的） 

第１条 臨床研究部は医学・医療の発展に貢献し、国民の健康維 

持と疾病治療の発展に寄与することを目的として、全国の独立 

行政法人国立病院機構および他の医療関連施設との共同研究を 

推進し、各政策医療分野を主体とする総合的な臨床研究を行う。 

 

（組織） 

第２条 臨床研究部に次の研究室を置く。 

（１）臨床腫瘍研究室・・・・がんの臨床的研究および疫学的研究

にあたる 

（２）病態生理研究室・・・・種々疾病の病因および発症機序の解 

明に関する研究にあたる 

（３）病態病理研究室・・・・種々疾病の病理学的研究にあたる 

（４）病態画像研究室・・・・画像診断法の開発と臨床応用に関す 

る研究にあたる 

（５）病態治療研究室・・・・種々疾病の治療法の開発および評価 

に関する研究にあたる 

（６）治験管理室  ・・・・治験（Ⅱ～Ⅳ相）実施のための各種 

業務にあたる  

 

（部長等） 

第３条 

（１）臨床研究部に部長を置く。 

（２） 前項に定める研究室には、それぞれ室長および室員を置く。 

（３）室長および室員は併任をもってあてることができる。 

（４）部長は院長の指揮監督のもとに臨床研究部の業務を総括す 

る。 

（５）室長は、部長の監督のもとに室員を指揮監督し、研究につい 

ての助言、指導を行い研究業務を推進する。 

（６）室員は室長の命を受け、当該研究室の業務に従事する。 

 

（委員会の設置） 

第４条 

（１）臨床研究部の円滑な運営を図るため独立行政法人国立病院 

機構小倉医療センター臨床研究部運営委員会（以下「運営委員 

会」という）を置く。 

（２）運営委員会の委員長は副院長、副委員長は臨床研究部長、 

委員は各研究室長、業務班長および庶務班長とする。ただし、委 

員長が必要と認める者は委員として指名できる。 

（３）委員長は運営委員会を指導し、その議長となる。副委員長は 

委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代行する。 

（４）運営委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。 

 

（研究内容） 

第５条 臨床研究部においては、政策医療を主体とする高度先進

的医療分野における研究課題を広く募集し研究の機会を与える。 

 

（研究期間） 

第６条 一課題の研究期間は３年を限度とする。ただし、部長が 

適当と認めた場合は期間の延長をすることができる。 

 

 

 

 

（研究の許可） 

第７条 

（１）研究希望者は研究計画書（別紙様式）により部長に申請す 

る。 

（２）研究の許可は室長と合議の上、部長が行う。  

（３）ヒトゲノムに関する研究、その他部長が倫理上必要と判断 

した研究については倫理委員会の許可を経なければならない。 

 

（研究の取消） 

第８条 部長は研究者により臨床研究部の研究業務が著しく阻害

されると認めた場合には、当該研究者に対して研究の取消をす

ることができる。 

 

（研究業績） 

第９条 

（１）研究に関して得られた成果は、研究発表会、関係学会に発表 

し広く研究の批評を受ける。 

（２）上記研究発表の際は、臨床研究部に関係した発表であるこ 

とを銘記する。 

（３）研究内容の詳細は原則として、それぞれの専門雑誌、出版物 

に発表するものとする。 

 

（研究業績集の作成） 

第１０条 学会発表の資料および研究論文の別冊は臨床研究部に 

一括して保管し、年毎に研究業績集を作成する。 

 

（研究成果の報告） 

第１１条 部長は前年度の研究成果を規定の期日までに院長の決 

裁を得て、九州ブロック事務所へ提出する。 

 

（研究費の適正な執行） 

第１２条 臨床研究部の研究費の執行については部長が執行計画 

をたて、部会の承認を得て院長に報告する。 

  

この規程に定めるもののほか、臨床研究部に関し必要な事項は院

長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は平成１６年４月１日より施行する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



国立病院機構小倉医療センター倫理委員会規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、国立病院機構小倉医療センター（以下｢当院｣ 

という。）で行われる人間を対象とする医療行為及び医学研究に

ついて、医の倫理に関する事項をヘルシンキ宣言（１９７５年東

京総会改正、１９８３年ベニス総会改正 ）の精神及び趣旨並び

に関連する学会の意見を尊重して審議し、倫理的配慮を図って

適正に行うことを目的とする。 

 

（対 象） 

第２条 この規程による委員会の任務は、医の倫理のあり方につ 

いての必要事項を調査・検討し審議するとともに、当院の職員 

が行う医療行為・医学研究及びこれらに関する情報開示等、職 

員から申請された計画の内容とその成果について審議し、意見 

を述べ指針を与える。 

但し、職員から申請がない場合においても、委員長が必要と認 

める場合は審査の対象とする。 

 

（設 置） 

第３条 前条の審査について必要な審議を行うため、当院に倫理 

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（組 織） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 副院長、診療部長、事務部長、看護部長、薬剤科長、医局幹 

事長     

二  病院以外の学識経験者２名（医学分野以外の者）別紙添付 

三  その他、委員長が必要と認める者 

２ 委員の任命または委嘱は院長が行う。但し、前項第２号の委 

員及び第３号の者については当院幹部会議の議を経て行う。 

３ 委員等の任期は２年（第１項第１号の委員については在任期 

間とする。）とし、再任を妨げない。但し、委員等に欠員を生じ 

たときはこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。 

４ 委員会に委員長を置き、副院長の職にある者をもって充てる。 

５ 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がそ 

の職務を代行する。 

 

（審 議） 

第５条 委員会は、第１条の目的に基づき、第２条に掲げる事項 

に関して医学的・倫理的・社会的な面から特に次の点を考慮し 

て調査・検討し審議する。 

（1）医療行為及び医学研究の対象となる個人（以下｢対象者と 

いう。）の人権の擁護 

（2）対象者への利益と不利益（危険性を含む） 

（3）医学的貢献度 

（4）対象者の理解と同意 

２ 委員会は審議にあたり研究等の実施責任者を出席させ、実施 

計画の内容等について説明又は聴取を求めることができる。 

３ 委員は自己の申請に係る審議に参加することはできない。 

４ 委員会の組織に関する事項、規程、議事内容については公開 

する。ただし、対象者等の人権、研究の独創性、知的財産権の保 

護に支障が生じる恐れのある部分は、委員会の決定により非公 

開とすることが出来る。この場合、非公開とする理由を公開し 

なければならない。 

 

（申 請） 

第６条 審査を申請しようとする者は、様式１による申請書に必 

要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。但し、緊急 

 

 

の場合であって、かつ、予め審議結果が明確に推定できると委員

長が判断する場合については、この限りでない。 

 

（会 議） 

第７条  委員会は、前条に基づく申請のあった場合､開催日を当 

該月の最終金曜日とする。 

（1）申請受付期限は当該月の第３月曜日とする。 

（2）上記期限までに申請が無い場合は当該月審査委員会は開催 

しないものとする。 

（3) 審査委員会の開催の有無については、院長が決定する。 

（4）緊急を必要とする場合または、委員長が必要と認めた時は 

委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席し、かつ、第４条第１項 

第２号委員１名以上の出席がなければ、これを開くことができ 

ない。 

 

（判 定） 

第８条 委員会の判定は、出席者全員の合意を原則とする。但し 

委員長が必要と認めた場合は、記名投票により出席者の３分の 

２の合意をもって判定することができる。 

２ 第６条但し書きの場合、委員長は第４条第１項第１号の委員 

と協議して判定することができる。この場合、事後の委員会に 

速やかに申請書を提出させ報告しなければならない。 

３ 判定は、次の各号に掲げる表示による。 

 一 承 認 

 二  条件付承認 

 三  不承認 

 四  非該当 

４ 委員長は審査終了後速やかに審議結果を添付の上、病院長 

に具申する。 

 

（小委員会） 

第９条 委員会に申請された医療行為・研究の実施計画書につい 

て、調査並びに検討予備調査を行うために小委員会を置くこと

ができる。 

２ 小委員会は、倫理委員会に調査、検討結果を報告しなければ 

ならない。 

３ 小委員会の委員は、倫理委員会の委員の中から委員長を指名 

する。 

４ 小委員会の委員長は、小委員会委員の互選により定める。 

５ 小委員会の委員の任期は、当該審議が終了するまでとする。 

 

（迅速審査） 

第１０条 委員長は、委員長が予め指名した委員又は小委員会に

おいて、規定の事項について迅速審査に付することができる。委

員長は審査結果について迅速審査を行った委員以外の委員及び

倫理委員会に速やかに報告されなければならない。 

２ 迅速審査手続きによる審査に付することができる事項は以下 

のとおりとする。 

（1）研究計画の軽微な変更の審査 

（2）既に委員会にて承認されている計画に準じて類型化されて 

いる研究計画の審査 

（3）倫理委員会で条件付承認となった研究計画の審査 

（4）共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理委員 

会の承認を受けた計画を分担研究機関が実施しようとする場 

合の計画の審査 

（5）緊急の場合でかつ予め審議結果が明確に確定できると委員 

 長が判断する場合 



３ 迅速審査の結果報告を受けた委員は、委員長に対し理由書を 

提出の上、改めて委員会における審査を求めることができる。 

この場合委員長は、相当の理由があると認めるときは、委員会 

を速やかに開催しなければならない。 

 

（通 知） 

第１１条  病院長は委員会の意見を尊重し、審査結果通知書（様 

式２）をもって、申請者に速やかに通知しなければならない。 

２ 前項の通知をするにあたっては、審査の判定が第８条第３項 

第２号、第３号及び第４号である場合には、その理由を記載し 

なければならない。 

 

（議事録）  

第１２条 この委員会に関する議事は、専門職が記録し、資料と 

共に保管する。 

 

（庶 務） 

第１３条 この委員会に関する事務局は、事務部企画課に設置し、

責任者は専門職とする。 

２ 委員会の関係書類の保存期間は、５年間とする。 

 

（細 則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施にあた

って必要な事項は、委員会が定める。 

２ この規程の改正は、出席委員の４分の３以上の同意を得て行 

うことができる。 

   

  附 則 

  １．この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

  ２．この規程は、平成１８年１１月 １日から施行する。 

 ３．この規程は、平成１９年１０月 ４日から施行する。 

４．この規程は、平成２３年 ６月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

倫理審査委員会手順書 
 
（目的） 

第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構小倉医療センタ

ー倫理審査委員会設置規程（平成１７年規程第３条）（以下「倫

理審査委員会設置規程」という。）に基づき、独立行政法人国立

病院機構小倉医療センター倫理審査委員会（以下「倫理審査委

員会」という。）の運営に関する手続及び記録の保存方法等を定

める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この手順書における各種用語の定義はこの手順書におい

て特に定めるものを除き、独立行政法人国立病院機構臨床研究

等倫理規程（平成１６年規程第６１号）の定めるところによる。 

 

（倫理審査委員会の審議理念） 

第３条 倫理審査委員会は審議を行うに当たっては、特に次の各

号に掲げる観点に留意しなければならない。 

一 被験者の人権の擁護 

二 被験者への不利益と医学上の利益又は貢献度の予測 

三 被験者の理解と自発的同意 

 

（倫理審査委員会の役割） 

第４条 倫理審査委員会は、小倉医療センターの院長（以下「病院

長」という。）から研究の実施の適否等について意見を求められ

たときは、倫理指針に基づき、倫理的観点及び科学的観点から、

当該病院の研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的か

つ公正に審査を行い、文書により意見を述べる。 

２ 倫理審査委員会は、第１項の規定により審査を行った研究に 

ついて、倫理的観点及び科学的観点から必要な調査を行い、病 

院長に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究 

に関し必要な意見を述べることができる。 

３ 倫理審査委員会は、第１項の規定により審査を行った研究の 

うち、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行 

うものについて、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼 

性を確保するために必要な調査を行い、病院長に対して、 研究 

計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関し必要な意見を 

述べることができる。 

４ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、その業 

務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その 

業務に従事しなくなった後も同様とする。 

５ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、第１項 

の規定により審査を行った研究に関連する情報の漏えい等、研 

究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観 

点及び審査の中立性又は公正性の観点から重大な懸念が生じた 

場合には、速やかに倫理審査委員会の設置者に報告する。 

６ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及 

び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審 

査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けるものと 

する。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けるものと 

する。 

 

（構成及び会議の成立要件等） 

第５条 倫理審査委員会は、病院長が指名する委員によって構成

することとし、委員の構成は、研究計画書の審査等の業務を適

切に実施できるよう、次の各号に掲げる要件の全てを満たさな

ければならず、第１号から第３号までに掲げる者については、

それぞれ他を同時に兼ねることはできない。会議の成立につい

ても同様の要件とする。 

 

 

一 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれている 

こと。 

二 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含ま 

れていること。 

三 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べるこ 

とのできる者が含まれていること。 

四 国立病院機構に所属する職員以外の者（以下外部委員とい 

う。）が複数含まれていること。 

五 男女両性で構成されていること。 

六 ５名以上であること。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠 

員が生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残任期 

間とする。 

３ 倫理審査委員会に委員長及び副委員長を１名ずつ置き、委員 

長及び副委員長は病院長が委員の中から指名する。 

４ 委員長に何らかの事由があり職務を行えない場合には、副委

員長が原則としてその職務を代行する。また、委員長及び副委

員長が供に職務を行えない場合には、委員の互選により委員の

うち１名がこれを行う。なお、副委員長以外の者が代行する場

合には、議事録等に代行する旨とその理由を記録する。 

 

（倫理審査委員会事務局） 

第６条 倫理審査委員会事務局は、委員長の指示により、次の各

号に掲げる業務を行うものとする。 

一 倫理審査委員会の開催準備 

二 倫理審査委員会の審査等の記録（審査及び採決に参加した 

委員の名簿を含む）の作成 

三 審査結果通知書の作成及び病院長への提出 

四 記録（議事要旨、研究計画書、倫理審査委員会が作成する資 

料等）の保存 

五 第１０条に規定する迅速審査の依頼 

六 その他倫理審査委員会に関する業務の円滑化に必要な事務 

及び支援 

七 倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員名 

簿について倫理審査委員会報告システムにおける公表  

八 倫理審査委員会の開催状況及び審査の概要について倫理審 

査委員会報告システムにおける年１回以上の公表 

 

（倫理審査委員会の業務） 

第７条 倫理審査委員会は、その責務の遂行のために、病院長か

ら次の各号に掲げる最新の資料を入手しなければならない。 

一 研究計画書 

二 説明文書・同意文書又は情報の通知・公開用文書 

三 研究責任者の履歴書 

四 当該病院以外と実施する多施設共同研究の場合においては、 

共同研究機関における研究計画の承認状況、インフォームド・ 

コンセントの取得状況等の情報 

五 その他、倫理審査委員会が必要と認める文書 

２ 倫理審査委員会は、人を対象とする医学系研究に関する倫理 

指針及びヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針が適用 

される臨床研究（以下「倫理指針対象研究」という。）の適正な 

実施が図られるよう本手順書に定めるところに従い調査審議し、 

記録を作成する。 

３ 倫理審査委員会は、研究責任者に対して倫理審査委員会が倫 

理指針対象研究の実施を承認し、これに基づく当該病院長の許 

可が文書で通知されるまで被験者を倫理指針対象研究に参加さ 

せないように求めるものとする。 

４ 倫理審査委員会は、研究責任者に対して、以下の事項を所属



する病院長を経由して倫理審査委員会に速やかに文書で報告す

るよう求めるものとする。 

一 被験者に対する危険を増大させる又は指針対象研究の実施 

に重大な影響を及ぼす可能性のある変更 

二 侵襲を伴う研究における重篤な有害事象 

三 被験者の安全又は倫理指針対象研究の実施に悪影響を及ぼ 

す可能性のある新たな情報 

四 倫理指針対象研究実施期間中における審査の対象となる文 

書の追加、更新又は改訂が行われた場合の当該部分 

５ 倫理審査委員会は、実施中の倫理指針対象研究について、進 

行状況を随時把握し、被験者に対する危険の程度に応じて、少 

なくとも１年に１回（年度当初）の頻度で倫理指針対象研究が 

倫理指針に適合し、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。なお、必要に応じて倫理指針対象研究の実 

施状況について調査し、必要な場合には、文書により倫理指針 

対象研究を実施する病院長に意見を通知するものとする。 

６ 倫理審査委員会は、本手順書の改正が必要な場合は、これを 

審議する。 

７ 倫理審査委員会は、組織及び運営が倫理指針に適合している 

ことについて、厚生労働大臣等が実施する調査に協力する。 

 

（倫理審査委員会の運営） 

第８条 倫理審査委員会は、委員長が召集する。 

２ 倫理審査委員会は、原則として毎月開催（開催頻度は適宜変 

更）するものとするが、委員長が開催の必要がないと判断した 

場合は開催せず、また、委員長が必要と認める場合には臨時に 

開催することができる。 

３ 倫理審査委員会の開催に当たっては、第６条に規定する倫理 

審査委員会事務局から原則として開催日の１週間前までに、委 

員に対し文書で開催日等を通知するものとする。 

４ 倫理審査委員会は、第５条に示す要件を満たす場合において 

のみ、その意思を決定できるものとする。 

５ 採決に当たっては、審査に参加した委員のみが採決への参加 

を許されるものとする。 

６ 審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は、倫理審査 

委員会の審査及び意見の決定に同席してはならない。ただし、 

倫理審査委員会の求めに応じて会議に出席し、当該研究に関す 

る説明を行うことはできる。 

７ 審査を依頼した病院長は、倫理審査委員会の審査及び意見の 

決定に参加してはならない。ただし、倫理審査委員会における 

当該審査の内容を把握するために 必要な場合には、倫理 審査 

委員会の同意を得た上で会議に同席することができる。 

８ 次の各号に掲げる委員は、自らが関与する倫理指針対象研究 

について情報を提供することは許されるが、当該倫理指針対象 

研究に関する事項の審査及び採決への参加はできないものとす 

る。 

一 審査対象の研究の依頼者である役員又は職員その他依頼者 

と密接な関係を有する者 

二 審査対象の倫理指針対象研究の研究責任者と密接な関係を 

有する者 

三 審査対象の倫理指針対象研究を実施する病院長、研究者等 

四 その他、審査対象の倫理指針対象研究と密接な関係を有す 

ると倫理審査委員会が判断した者 

９ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意 

見を求めることができる。 

１０ 倫理審査委員会は、特別な配慮を必要とする者を被験者と 

する研究計画書の審査を行い、意見を述べる際は、必要に応じ 

てこれらの者について識見を有する者に意見を求めることが

できる。 

１１ 倫理審査委員会の意見は、全会一致をもって決定するよう 

努める。全会一致とならない場合は委員で協議し決定する。 

１２ 倫理審査委員会の意見は次の各号のいずれかとする。 

一 承認 

二 条件付承認 

三 却下 

四 既に承認した事項を取消（研究の中止又は中断を含む。） 

五 継続審議 

１３ 倫理指針対象研究について審査を依頼した病院長は、倫理 

審査委員会の審査結果に対して異議のある場合は、理由書を添 

えて倫理審査委員会に再審査を請求することができる。 

１４ 倫理審査委員会は、審査及び採決に参加した委員に関する

記録、審査の記録（以下「会議の記録」という。）及びその概要 

を作成し保存するとともに、原則として、公開するものとする。 

ただし、個人情報等の人権、研究の独創性、知的財産権の保護及 

び競争上の地位の保全に支障が生じるおそれがある部分は、倫 

理審査委員会の決定により非公開とすることができる。この場 

合、当該部分を非公開とする理由を公開することとする。 

１５ 倫理審査委員会は、審査終了後速やかに、審査の経過及び 

結果を文書により病院長に報告する。 

１６ 倫理審査委員会は、審査対象となる課題が独立行政法人国 

立病院機構小倉医療センター研究利益相反審査委員会規程（平 

成２１年規程第３号）に定める独立行政法人国立病院機構小倉 

医療センター研究利益相反審査委員会の審査を受けた場合は、 

当該審査委員会から倫理指針対象研究の利益相反に関する審査 

結果の報告を受け、当該倫理指針対象研究の実施について利益 

相反を含めて総合的に判断し実施又は継続の適否について審査 

する。 

 

（倫理審査委員会への付議等） 

第９条 倫理指針対象研究審査の依頼については、病院長が行う

こととする。 

 

（迅速審査） 

第１０条 倫理審査委員会は、次項に定める手続きにより迅速審査

を行うことができる。迅速審査の対象は、次の各号のとおりと

する。 

一 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する 

審査 

二 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関す 

る審査 

三 共同研究であって既に主たる研究機関において倫理審査委 

員会の承認を受けた計画を分担研究機関が実施しようとする 

場合の計画の審査 

四 その他、既に倫理審査委員会において承認済みの倫理指針 

対象研究における研究計画に係る以下に定める事項の審査 

イ 研究責任者の変更に係る審査 

ロ 研究の資料の軽微な変更の審査 

①１年を超えない研究実施期間の延長 

②研究代表者の職名変更 

③研究責任者の変更及び追加 

④誤植訂正 

五 緊急の場合でかつ予め審議結果が明確に確定できると委員 

長が判断する場合 

２ 迅速審査は委員長が指名する者により行い、第８条第１２項 

に従って判定し、病院長に審査結果を報告する。第６条に示す 

倫理審査委員会事務局は、次回の倫理審査委員会で迅速審査の 

内容と判定を報告する。なお、迅速審査の結果の報告を受けた 

委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項について、 

改めて倫理審査委員会における審査を求めることができるもの 

とする。この場合において委員長は、相当の理由があると認め 

るときは、倫理審査委員会を速やかに開催し、当該事項につい 

て審査する。 

 

 



（記録の保存） 

第１１条 倫理審査委員会における記録の保存は倫理審査委員会

事務局が行う。 

２ 倫理審査委員会において保存する文書は以下のものである。 

一 当該手順書 

二 倫理審査委員会の委員名簿 

三 倫理審査委員会において審査・報告となった資料及び倫理 

審査委員会に提出されたその他の資料 

四 会議の議事要旨（審査及び採決に参加した倫理審査委員会 

委員名簿を含む。） 

五 書簡等の記録 

六 その他必要と認めたもの 

３ 前項に掲げる記録の保存期間は、当該研究の終了について報

告される日までの期間（侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究

であって介入を行うものに関する審査資料にあっては、当該研

究の終了について報告された日から５年を経過した日までの期

間）とする。 

４ 前項に掲げる記録の保管場所については、治験管理室内の施 

錠が可能な保管庫とする。 

 

（情報の公開） 

第１２条 本手順書、委員名簿及び会議の記録の概要（ただし、第 

８条第１４項ただし書に定める場合を除く。）を公開するものと 

する。 

 

（厚生労働大臣等への報告） 

第１３条 倫理審査委員会は、倫理審査委員会の委員名簿、開催

状況、委員の出席状況、会議の記録の概要及び審査時間その他 

必要事項について年１回厚生労働大臣等に報告する。 

 

（雑則） 

第１４条 病院長は、倫理審査委員会設置規程に定める他、本手

順書の実施に当たって必要な事項を、倫理審査委員会の意見を

聞いて定めることができる。 

 

（改正） 

第１５条 本手順書の改正が必要な場合には、倫理審査委員会で審 

議し、病院長が改正を行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

この手順書は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 
倫理指針対象研究の実施に関する手順書 

 
（目的） 
第１条 この手順書は、独立行政法人国立病院機構臨床研究等倫

理規程（平成１６年規程第６１号。以下「規程」という。）に従

って実施される人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

（平成２６年文部科学省・厚生労働省告示第３号）及びヒトゲ

ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１６年文部科学

省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）（以下「倫理指針」と

いう。）が適用される臨床研究 (以下「倫理指針対象研究」とい

う。）のうち独立行政法人国立病院機構小倉医療センター倫理審

査委員会（以下「倫理審査委員会」という。）で審査を行うもの

に係る業務に対して研究者等が実施すべき事項等を定める。 
 
（用語の定義） 
第２条 この手順書における各種用語の定義は、この手順書にお

いて特に定めるものを除き、規程及び倫理指針の定めるところ

による。 
 
（研究者等の責務等） 
第３条 研究者等は、倫理指針対象研究を実施するに当り、研究

対象者又はその代諾者等（以下「研究対象者等」という。）への

配慮として、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一 研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重して、 
研究を実施しなければならない。 

二 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則としてあ 
らかじめインフォームド・コンセントを受けなければならな 
い。 

三 研究者等は、研究対象者等及びその関係者からの相談、問 
合せ、苦情等（以下「相談等」という。）に適切かつ迅速に対 
応しなければならない。 

四 研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当 
な理由なく漏らしてはならない。研究の実施に携わらなくな 
った後も、同様とする。 

五 研究者等は、研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者 
等の人権を尊重する観点又は研究の実施上の観点から重大な 
懸念が生じた場合には、速やかに病院の院長（以下「病院長」 
という。）及び研究責任者に報告しなければならない。 

２ 研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等については、

次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一 研究者等は、法令、倫理指針等を遵守し、倫理審査委員会の 
審査及び病院長の許可を受けた研究計画書に従って、適正に 
研究を実施しなければならない。 

二 研究者等は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を 
損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報を得た 
場合（第３号に該当する場合を除く。）には、速やかに研究責 
任者に報告しなければならない。 

三 研究者等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼 
を損なう事実若しくは 情報又は損なうおそれのある情報を 
得た場合には、速やかに研究責任者又は病院長に報告しなけ 
ればならない。 

３ 研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに 
当該研究の実施に必 要な知識及び技術に関する教育・研修を 
受けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教 
育・研修を受けなければならない。 

 
（研究責任者の責務等） 
第４条 研究責任者は、倫理指針対象研究を実施するに当たって

研究計画書の作成及び研究者等に対する遵守を徹底し、次の各

号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 
一 研究責任者は、研究の実施に先立ち第７条の規定に基づき、 
適切な研究計画書を作成しなければならない。研究計画書を 
変更するときも同様とする。 

二 研究責任者は、研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が確 
保されるよう、研究計画書を作成しなければならない。また、 
研究計画書の作成に当たって、研究対象者 への負担並びに予 
測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、負担 
及び リスクを最小化する対策を講じなければならない。 

三 研究責任者は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であ 
って通常の診療を超える医療行為を伴うものを実施しようと 
する場合には、当該研究に関連して研究対象者に生じた健康 
被害に対する補償を行うために、あらかじめ、保険への加入 
その他 の必要な措置を適切に講じなければならない。 

四 研究責任者は、第８条の規定により、研究の概要その他の 
研究に関する情報を適切に登録するとともに、研究の結果に 
ついては、これを公表しなければならない。 

五 研究責任者は、研究計画書に従って研究が適正に実施され、 
その結果の信頼性が確保されるよう、当該研究の実施に携わ 
る研究者をはじめとする関係者を指導・管理しなければなら 
ない。 

２ 研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告に 
ついては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一 研究責任者は、研究の実施に係る必要な情報を収集するな 
ど、研究の適正な実施及び研究結果の信頼性の確保に努めな 
ければならない。 

二 研究責任者は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性 
を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報であ 
って研究の継続に影響を与えると考えられるものを得た場合 
（第３号に該当する場合を除く。）には、遅滞なく、病院長に 
対して報告し、必要に応じて、研究を停止し、若しくは中止 
し、又は研究計画書を変更しなければならない。 

三 研究責任者は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信 
頼を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報を 
得た場合には、速やかに病院長に報告し、必要に応じて研究 
を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更しなけれ 
ばならない。 

四 研究責任者は、研究の実施において、当該研究により期待 
される利益よりも予測されるリスクが高いと判断される場合 
又は当該研究により十分な成果が得られた若しくは十分な成 
果が得られないと判断される場合には、当該研究を中止しな 
ければならない。 

五 研究責任者は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害 
事象の発生を知った場合には、速やかに、必要な措置を講じ 
なければならない。 

六 研究責任者は、研究計画書に定めるところにより、研究の 
進捗状況及び研究の実施に伴う有害事象の発生状況を病院長 
に報告しなければならない。 

七 研究責任者は、研究を中止又は終了したときは、病院長に 
必要な事項について文書により報告しなければならない。（倫 
理指針対象研究により期待される利益よりも起こり得る危険 
が高いと判断される場合等緊急性の高い理由により当該倫理 
指針対象研究を中止又は終了した場合については、遅滞なく、 
その旨もあわせて報告すること） 

八 研究責任者は、他の研究機関と共同で研究を実施する場合 
には、共同研究機関の研究責任者に対し、当該研究に関連す 
る必要な情報を共有しなければならない。 

九 研究責任者は、毎年一回倫理指針対象研究の進捗状況並び 
にその他の有害事象及び不具合等の発生状況を規定の様式に 



より病院長に報告しなければならない。 
３ 研究責任者は、通常の診療を超える医療行為を伴う研究を実 
施した場合には、当該研究実施後においても、研究対象者が当 
該研究の結果により得られた最善の予防、診断及び治療を受け 
ることができるよう努めなければならない。 

４ 研究責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら 
ない。 
一 倫理指針対象研究を実施し、又は継続（中止後再開する場 
合を含む。）するに当たり、病院長の許可を受けること 

二 前号の許可を受ける際には、別に定める申請書類のほか、 
臨床研究計画書、説明文書・同意文書、それらの変更対応表 
等のうち必要なものを病院長に提出すること 

 
（病院長の責務） 
第５条 病院長は、研究に対する総括的な監督について、次の各 

号に掲げる責務を負うものとする。 
一 病院長は、実施を許可した研究について、適正に実施され 
 るよう必要な監督を行うとともに、最終的な責任を負わなけ 
ればならない。 

二 病院長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生 
命、健康及び人権を尊重して研究を実施することを周知徹底 
しなければならない。 

三 病院長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏ら 
してはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様と 
する。 

四 病院長は、研究に関する業務の一部を委託する場合には、 
委託を受けた者 が遵守すべき事項について、文書による契約 
を締結するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切 
な監督を行わなければならない。 

五 必要に応じ、倫理審査委員会で審査を行う臨床研究が倫理 
指針に適合しているか否かについて、毎年３月末までに自ら 
点検及び評価を行わなければならない。 

２ 病院長は、研究の実施のための体制・規程の整備等について、 
次の各号に掲げる責務を負うものとする。 
一 病院長は、研究を適正に実施するために必要な体制・規程 
を整備しなければならない。 

二 病院長は、当該病院の実施する研究に関連して研究対象者 
に健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必要な 
措置が適切に講じられることを確保しなければならない。 

三 病院長は、研究結果等、研究に関する情報が適切に公表さ 
れることを確保しなければならない。 

四 病院長は、当該病院にて実施されている研究が倫理指針に 
適合していることについて、必要に応じ、自ら点検及び評価 
を行い、その結果に基づき適切な対応をとらなければならな 
い。 

五 病院長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知 
識及び技術に関する教育・研修を当該病院の研究者等が受け 
ることを確保するための措置を講じなければならない。また、 
自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。 

３ 病院長は、研究の許可等について次の各号に掲げる責務を負 
うものとする。 
一 病院長は、研究責任者から研究の実施又は研究計画書の変 
更の許可を求められたときは、倫理審査委員会に意見を求め、 
その意見を尊重し、当該許可又は不許可その他研究に関し必 
要な措置について決定しなければならない。 

二 病院長は、研究責任者をはじめとする研究者等から研究の 
継続に影響を与えると考えられる事実又は情報について報告 
を受けた場合には、必要に応じて倫理審査委員会に意見を求 
め、その意見を尊重するとともに、必要に応じて速やかに、研 
究の停止、原因の究明等、適切な対応をとらなければならな 
い。 

三 病院長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければな 

らない。 
四 病院長は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を 
損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報につい 
て報告を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じなけれ 
ばならない。 

五 病院長は、研究責任者から研究の終了について報告を受け 
たときは、当該研究に関する審査を行った倫理審査委員会に 
必要な事項について報告しなければならない。 

４ 厚生労働大臣への報告等については、次の各号に掲げる事項 
を遵守する。 
一 病院長は、当該病院が実施している又は過去に実施した研 
究について、 倫理指針に適合していないことを知った場合に 
は、速やかに倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応を行 
うとともに、不適合の程度が重大であるときは、その対応の 
状況・結果を厚生労働大臣に報告し、公表しなければならな 
い。 

二 病院長は、当該病院における研究が倫理指針に適合してい 
ることについて、厚生労働大臣又はその委託を受けた者（以 
下「大臣等」という。）が実施する調査に協力しなければなら 
ない。 

三 病院長は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって 
介入を行うものの実施において、予測できない重篤な有害事 
象が発生した場合であって当該研究との直接の因果関係が否 
定できないときは、第３項第２号の対応の状況・結果を速や 
かに厚生労働大臣に報告し、公表しなければならない。 

四 病院長は侵襲を伴う研究を実施しようとする場合には、あ 
らかじめ、重篤な有害事象が発生した際に研究者等が実施す 
べき事項に関する手順書を作成し、当該手順書に従って適正 
かつ円滑に対応が行われるよう必要な措置を講じなければな 
らない。 

五 病院長は研究責任者から重篤な有害事象の発生について報 
告がなされた場合には、手順書に従って必要な対応を行うと 
ともに、当該有害事象について倫理審査委員会の意見を聴き、 
必要な措置を講じなければならない。 

 
 （研究計画書） 
第６条 研究計画書に関する作成・変更の手続は、次の各号に掲 
げるとおりとする。 
一 研究責任者は、研究を実施（研究計画書を変更して実施す 
る場合を含む。以下同じ。）しようとするときは、あらかじめ 
研究計画書を作成し、病院長の許可を受けるものとする。 

二 研究責任者は、他の研究機関と共同して研究を実施しよう 
とする場合には、各共同研究機関の研究責任者の役割及び責 
任を明確にした上で研究計画書を作成すること。 

三 研究責任者は、当該研究責任者の所属する病院における研 
究に関する業務の一部について委託しようとする場合には、 
当該委託業務の内容を定めた上で研究計画書を作成すること。 

２ 病院長は、研究責任者から、当該病院における研究の実施の 
許可を求められたときは、当該研究の実施の適否について、倫 
理審査委員会の意見を聴くこと。 

３ 病院長は、倫理審査委員会の意見を尊重し、研究の実施の許 
可又は不許可その他研究について必要な措置を決定すること。 
この場合において、病院長は、倫理審査委員会が研究の実施に 
ついて不適当である旨の意見を述べたとき には、当該研究の実 
施を許可してはならない。 

４ 研究終了後の対応については、次の各号に掲げるとおりとす 
る。 
一 研究責任者は、研究を終了したときは、その旨及び研究の 
結果概要を文書により遅滞なく病院長に報告すること。 

二 病院長は、研究責任者から前号の規定による報告を受けた 
ときは、倫理審査委員会に、研究終了の旨及び研究の結果概 
要を文書により報告すること。 



 （研究計画書の記載事項） 
第７条 研究計画書の記載事項については、次の各号に掲げると 

おりとする。 
一 研究計画書（次号の場合を除く。）に記載すべき事項は、原 
則として次のとおりとする。ただし、倫理審査委員会の意見 
を受けて病院長が許可した事項については、この限りでない。 
イ 研究の名称 
ロ 研究の実施体制（病院の名称及び研究者等の氏名を含む。） 
ハ 研究の目的及び意義 
ニ 研究の方法及び期間 
ホ 研究対象者の選定方針 
ヘ 研究の科学的合理性の根拠 
ト 第９条の規定によるインフォームド・コンセントを受け 
る手続等（インフォーム ド・コンセントを受ける場合には、 
同条の規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

チ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含 
む。） 

リ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 
益、これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小 
化する対策 

ヌ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。） 
の保管及び廃棄の方法 

ル 病院長への報告内容及び方法 
ヲ 研究の資金源等、病院の研究に係る利益相反及び個人の 

収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 
ワ 研究に関する情報公開の方法 
カ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
ヨ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合 
には、第１０条の規定による手続（第９条 及び第１０条 の 
規定による代諾者等の選定方針並びに説明及び同意に関す 
る事項を含む。） 

タ インフォームド・アセントを得る場合には、第１０条の 
規定による手続（説明に関する事項を含む。） 

レ 第９条第５項の規定による研究を実施しようとする場合 
には、同条同項の規定に掲げる要件の全てを満たしている 
ことについて判断する方法 

ソ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 
の旨及びその内容 

ツ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には、重篤 
な有害事象が発生した際の対応 

ネ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健 
康被害に対する補償の有無及びその内容 

ナ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研 
究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

ラ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が 
れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性 
がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見 
を含む。）の取扱い 

ム 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務 
内容及び委託先の監督方法 

ウ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 
象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究 
のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可 
能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において 
想定される内容 

ヰ 第１６条の規定によるモニタリング及び監査を実施する 
場合には、その実施体制及び実施手順 

ノ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の開 
示に関する考え方 

オ ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の安 
全管理の方法 

ク ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝カウンセリ 

ングの必要性及びその体制 
二 試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提 
供を受けて保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う 
業務（以下「収集・分譲」という。）を実施する場合の研究計 
画書に記載すべき事項は、原則として次のとおりとする。た 
だし、倫理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した事項 
については、この限りでない。 
イ 試料・情報の収集・分譲の実施体制（試料・情報の収集・ 
分譲を行う機関の名称及び研究者等の氏名を含む。） 

ロ 試料・情報の収集・分譲の目的及び意義 
ハ 試料・情報の収集・分譲の方法及び期間  
ニ 収集・分譲を行う試料・情報の種類 
ホ 第９条の規定によるインフォームド・コンセントを受け 
る手続等（インフォーム ド・コンセントを受ける場合には、 
同規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

ヘ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含 
む。） 

ト 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 
益、これらの総合的評価 並びに当該負担及びリスクを最小 
化する対策 

チ 試料・情報の保管及び品質管理の方法 
リ 収集・分譲終了後の試料・情報の取扱い 
ヌ 試料・情報の収集・分譲の資金源等、試料・情報の収集・ 

分譲を行う機関の収集・分譲に係る利益相反及び個人の収 
益等、研究者等の収集・分譲に係る利益相反に関する状況 

ル 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
ヲ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 

の旨及びその内容 
ワ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が 

れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性 
がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見 
を含む。）の取扱い 

カ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 
象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究 
のために他の研究機関に提供する可能性がある場合には、 
その旨と同意を受ける時点において想定される内容 

 
 （研究に関する登録・公表） 
第８条 研究代表者は、介入を行う研究について、国立大学附属

病院長会議、一般財団法人 日本医薬情報センター又は公益社団

法人日本医師会が設置している公開データベースに、当該研究

の概要をその実施に先立って登録し、研究計画書の変更及び研

究の進捗に応じて適宜更新し、また、研究を終了したときは、遅

滞なく、当該研究の結果を登録すること。ただし、研究対象者等

及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益

の保護のため非公開とすることが必要な内容として、倫理審査

委員会の意見を受けて病院長が許可したものについては、この

限りでない。 
２ 研究責任者は、研究を終了したときは、遅滞なく、研究対象者 
等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利 
益の保護のために必要な措置を講じた上で、当該研究の結果を 
公表すること。また、侵襲（軽微な侵襲を除く。） を伴う研究で 
あって介入を行うものについて、結果の最終の公表を行ったと 
きは、遅滞なく病院長へ報告すること。 

 
（インフォームド・コンセント） 
第９条 研究者等が研究を実施しようとするとき、又は既存試料・

情報の提供を行う者が既存試料・情報を提供しようとするとき

は、病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、

それぞれ次に掲げる手続に従って、原則としてあらかじめイン

フォームド・コンセントを受けることとする。ただし、法令の規

定による既存試料・情報の提供については、この限りでない。 



 一 新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合 
のインフォームド・コンセントについては以下の通りとする。 

  イ 侵襲を伴う研究の場合、研究者等は、第３号の規定によ 
る説明事項を記載した文書により、インフォームド・コン 
セントを受けること。 

  ロ 侵襲を伴わない研究の場合は、次のとおりとする。 
   （１）介入を行う研究  
    研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コン 

セントを受けることを要しないが、文書によりインフォ 
ームド・コンセントを受けない場合には、第３項の規定 
による説明事項について口頭によりインフォームド・コ 
ンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた同意 
の内容に関する記録を作成すること。 

  （２）介入を行わない研究 
    （ⅰ）人体から取得された試料を用いる研究の場合は、研 

究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コン 
セントを受けることを要しないが、文書によりインフ 
ォームド・コンセントを受けない場合に は、第３項の 
規定による説明事項について口頭によりインフォーム 
ド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受 
けた同意の内容に関する記録を作成すること。 

（ⅱ）人体から取得された試料を用いない研究の場合は、 
研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを 
受けることを要しないが、インフォームド・コンセン 
トを受けない場合には、研究に用いられる情報の利用 
目的を含む当該研究についての情報を研究対象者等に 
通知し、又は公開し、研究が実施又は継続されること 
について、研究対象者等が拒否できる機会を保障する 
こと。 

二 自らの病院において保有している既存試料・情報を用いて 
研究を実施しようとする場合のインフォームド・コンセント 
については、次のとおりとする。 

  イ 人体から取得された試料を用いる研究の場合、研究者等 
は、必ずしも文書によりインフォームド・コンセントを受 
けることを要しないが、文書によりインフォームド・コン 
セントを受けない場合には、第３項の規定による説明事項 
について口頭によりインフォームド・コンセントを受け、 
説明の方法及び内容並びに受けた同意の内容に関する記録 
を作成すること。ただし、これらの手続を行うことが困難 
な場合であって次に掲げるいずれかに該当するときには、 
当該手続を行うことなく、自らの病院において保有してい 
る既存試料・情報を利用することができる。 
（１）人体から取得された試料が匿名化（連結不可能匿名 
化又は連結可能匿名化であって当該病院が対応表を保有 
しない場合に限る。）されていること。 

    （２）人体から取得された試料が（１）に該当しない場合で 
あって、その取得時に当該研究における利用が明示され 
ていない別の研究についての同意のみが与えられている 
ときには、次に掲げる要件を満たしていること。 
（ⅰ）当該研究の実施について、人体から取得された試 
 料の利用目的を含む情報を研究対象者等に通知し、又 
 は公開していること。 
（ⅱ）その同意が当該研究の目的と相当の関連性がある 
と合理的に認められること。 

（３）人体から取得された試料が（１）及び（２）のいずれ 
 にも該当しない場合において、次に掲げる要件の全てを 
 満たしていること。 

    （ⅰ）当該研究の実施について人体から取得された試料 
の利用目的を含む情報を研究対象者等に通知し、又は 
公開していること。 

（ⅱ）研究が実施されることについて、研究対象者等が 
拒否できる機会を保障すること。 

（ⅲ）公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であ 
って、研究対象者等の同意を受けることが困難である 
こと。 

ロ 人体から取得された試料を用いない研究の場合、研 
 究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを受 
けることを要しないが、インフォームド・コンセント 
を受けない場合には、研究に用いられる情報が匿名化 
（連結不可能匿名化又は連結可能匿名化であって当該 
病院が対応表を保有しない場合に限る。）されている場 
合を除き、利用目的を含む当該研究についての情報を 
研究対象者等に通知し、又は公開し、研究が実施され 
ることについて、研究対象者等が拒否できる機会を保 
障すること。 

三 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合、 
他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、 
必ずしも文書によりインフォームド・コンセントを受ける 
ことを要しないが、文書によりインフォームド・コンセン 
トを受けない場合には、第３項の規定による説明事項（既 
存試料・情報を提供する旨を含む。）について口頭によりイ 
ンフォード・コンセントを受け、説明の方法及び内容並び 
に受けた同意の内容に関する記録を作成すること。ただし 
これらの手続を行うことが困難な場合であって次に掲げる 
いずれかに該当するときは、当該手続を行うことなく、既 
存試料・情報を提供することができる。なお、既存試料・情 
報の提供（ロ及びハの場合を除く。）については、既存試料・  
情報の提供を行う者が所属する病院（以下「既存試料・情報 
の提供を行う病院」という。）の長がその内容を把握できる 
ようにしておくこと。 
イ 既存試料・情報が匿名化（連結不可能匿名化又は連結 
可能匿名化であって対応表を提供しない場合に限る。）さ 
れていること。 

   ロ 既存試料・情報がイに該当しない場合において、次に 
掲げる要件を満たしていることについて、倫理審査委員 
会の意見を聴いた上で、既存試料・情報の提供を行う病 
院長の許可を得ていること。 
（１）当該研究の実施及び既存試料・情報の提供につい 
て、次に掲げる情報をあらかじめ研究対象者等に通知 
し、又は公開していること。 
（ⅰ）既存試料・情報の提供を行う病院外の者への提 
 供を利用目的とする旨 
（ⅱ）既存試料・情報の提供を行う病院外の者に提供 
 される個人情報等の項目 
（ⅲ）既存試料・情報の提供を行う病院外の者への提 
 供の手段又は方法 
（ⅳ）研究対象者又はその代理人の求めに応じて、当 
 該研究対象者を識別することができる個人情報等に 
ついて、既存試料・情報の提供を行う病院外の者へ 
の提供を停止する旨 

（２）研究が実施されることについて研究対象者等が拒 
否できる機会を保障すること。 

ハ 社会的に重要性の高い研究に用いられる情報が提供さ 
 れる場合であって、当該研究の方法及び内容、研究に用 

いられる情報の内容その他の理由により第３号イ及びロ 
によることができないときには、必要な範囲で他の適切 
な措置を講じることについて、倫理審査委員会の意見を 
聴いた上で、既存試料・情報の提供を行う病院の長の許 
可を得ていること。なお、この場合において、第６項第１ 
号のイからニまでに掲げる要件の全てに該当していなけ 
ればならない。また、第６項第２号のイからハまでに掲 
げるもののうち適切な措置を講じること。 

四 第３号の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研 
 究を実施しようとする場合、研究者等は、必ずしもインフ 



ォームド・コンセントを受けることを要しないが、インフォ 
ームド・コンセントを受けない場合には、当該研究に用いる 
ことについて、既存試料・情報の提供を行う者によって第３ 
号の手続がとられていること及び研究対象者等から受けた同 
意の内容等を確認すること（法令の規定により提供を受ける 
場合を除く。）。また、匿名化されていない既存試料・情報を用 
いる場合（研究者等がインフォームド・コンセントを受ける 
場合を除く。）には、既存試料・情報の取扱いを含む当該研究 
の実施についての情報を公開し、研究が実施されることにつ 
いて、研究対象者等が同意を撤回できる機会を保障すること。 

２ 研究者等は、研究計画書を変更して研究を実施しようとする 
場合には、変更箇所について、原則として改めて第１項の規定 
によるインフォームド・コンセントの手続等を行うこと。ただ 
し、倫理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した変更箇所 
については、この限りでない。 

３ インフォームド・コンセントを受ける際に研究対象者等に対 
し説明すべき事項は、原則として次の各号に掲げるとおりとす 
る。ただし、倫理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した 
事項については、この限りでない。 

 一 研究の名称及び当該研究の実施について病院長の許可を受 
けている旨 

 二 病院の名称及び研究責任者の氏名（他の研究機関と共同し 
て研究を実施する場合には、共同研究機関の名称及び共同研 
究機関の研究責任者の氏名を含む。） 

 三 研究の目的及び意義 
 四 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用 

目的を含む。）及び期間 
 五 研究対象者として選定された理由 
 六 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 
 七 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても 

随時これを撤回できる旨（研究対象者等からの撤回の内容に 
従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、そ 
の旨及びその理由） 

 八 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意

を撤回することによって研究対象者等が不利益な取扱いけな

い旨 
 九 研究に関する情報公開の方法 
 十 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情 

報等の保護及び当該研究の独創性の確保に支障がない範囲内 
で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧で 
きる旨並びにその入手又は閲覧の方法 

 十一 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法を含 
む。） 

 十二 試料・情報の保管及び廃棄の方法 
 十三 研究の資金源等、病院の研究に係る利益相反及び個人の 

収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 
 十四 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
 十五 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 

の旨及びその内容 
 十六 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、他 

の治療方法等に関する事項 
 十七 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研

究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 
 十八 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が

れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性が

ある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含 

む。）の取扱い 
 十九 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健 

康被害に対する補償の有無及びその内容 
 二十 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 

象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究の 
ために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性 

がある場合には、その旨と同意を受ける時点において想定さ 
れる内容 

 二十一 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を 
行うものの場合には、研究対象者の秘密が保全されることを 
前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事する 
者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研究 
対象者に関する試料・情報を閲覧する旨 

 二十二 当該臨床研究への参加は任意であること 
 二十三 当該臨床研究の成果により特許権等が生み出される可 

能性があること及び特許権等が生み出された場合のその権利 
等の帰属先 

 二十三 ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝情報の開 
示に関する事項 

 二十四 ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子カウン 
セリングの利用に係る情報 

４ 研究者等は、研究対象者等から同意を受ける時点で想定され 
る試料・情報の利用目的等について可能な限り説明した場合で 
あって、その後、利用目的等が新たに特定されたときは、研究計 
画書を作成又は変更した上で、新たに特定された利用目的等に 
ついての情報を研究対象者等に通知し、又は公開し、研究が実 
施されることについて研究対象者等が同意を撤回できる機会を 
保障すること。 

５ 研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めるところにより、 
次の各号に掲げる要件の全てに該当すると判断したときは、研 
究対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる。た 
だし、当該研究を実施した場合には、速やかに、第３項の規定に 
よる説明事項を記載した文書によりインフォームド・コンセン 
トの手続を行うこと。 
一 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じていること。 

 二 介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が 
期待できず、研究の実施により研究対象者の生命の危機が回 
避できる可能性が十分にあると認められること。 

 三 研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが 
必要最小限のものであること。 

 四 代諾者又は代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることが 
できないこと。 

６ インフォームド・コンセントの手続等の簡略化については、 
次の各号に掲げる通とおりとする。 
一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者は、次に掲げ 
る要件の全てに該当する研究を実施しようとする場合には、 
病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、第 
１項及び第２項の規定による手続の一部又は全部を簡略化す 
ることができる。 
イ 研究の実施に侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴わないこと。 
ロ 同条第１項及び第２項の規定による手続を簡略化するこ 
とが、研究対象者の不利益とならないこと。 

ハ 第１項及び第２項の規定による手続を簡略化しなければ、 
研究の実施が困難であり、又 は研究の価値を著しく損ねる 
こと。 

ニ 社会的に重要性が高い研究と認められるものであること。 
二 研究者等は、前号の規定により第１項及び第２項の規定に 
よる手続が簡略化される場合には、次に掲げるもののうち適 
切な措置を講じなければならない。 
イ 研究対象者等が含まれる集団に対し、試料・情報の収集 
及び利用の目的及び内容（方法を含む。）について広報する 
こと。 

ロ 研究対象者等に対し、速やかに、事後的説明（集団に対す 
るものを含む。）を行うこと。 

ハ 長期間にわたって継続的に試料・情報が収集され、又は 
利用される場合には、社会に対し、その実情を当該試料・情 
報の収集又は利用の目的及び方法を含めて広報し、社会に 
周知されるよう努めること。 



７ 研究者等は、研究対象者等から次の各号に掲げるいずれかに 
該当する同意の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当 
該撤回又は拒否の内容に従った措置を講じるとともに、その旨 
を当該研究対象者等に説明すること。ただし、当該措置を講じ 
ることが困難な場合であって、当該措置を講じないことについ 
て倫理審査委員会の意見を聴いた上で病院長が許可したときは、 
この限りでない。なお、その場合、当該撤回又は拒否の内容に従 
った措置を講じない旨及びその理由について、研究者等が研究 
対象者等に説明し、理解を得るよう努めること。 
一 研究が実施又は継続されることに関して与えた同意の全部 
又は一部の撤回 

二 研究について通知され、又は公開された情報に基づく、当 
該研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対する拒 
否（第１０条第１項第１号 ロ(１)（ⅱ）の拒否を含む。） 

三 第５項の規定によるインフォームド・コンセントの手続に 
おける、研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対 
する拒否 

四 代諾者が同意を与えた研究について、研究対象者からのイ 
ンフォームド・コンセントの手続における、当該研究が実施 
又は継続されることの全部又は一部に対する拒否 

８ 被験者が経済上又は医学上の理由等により不利な立場にある 
場合には、特に当該被験者の自由意思の確保に十分配慮するこ 
と。 

  
（代諾者からのインフォームド・コンセント） 
第１０条 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場 
合、代諾の要件等については、次の各号に定める事項を遵守す 
ること。 
一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 
定による手続において代諾者等からインフォームド・コンセ 
ントを受ける場合には、次に掲げる要件がいずれも満たされ 
ていること。 

  イ 研究計画書に次に掲げる事項が記載されていること。 
  （１）代諾者等の選定方針 
  （２）代諾者等への説明事項（ロ（１）又は（２）に該当する 

者を研究対象者とする場合には、（３）に関する説明を含む。） 
  （３）ロ（１）又は（２）に該当する者を研究対象者とする場 

合には、当該者を研究対象者とすることが必要な理由 
  ロ 研究対象者が次に掲げるいずれかに該当していること。 

（１）未成年者であること。ただし、研究対象者が中学校 
 等の課程を修了している又は１６歳以上の未成年者であり、 

かつ、研究を実施されることに関する十分な判断能力を有 
すると判断される場合であって、次に掲げる事項が研究計 
画書に記載され、当該研究の実施について倫理審査委員会 
の意見を聴いた上で病院長が許可したときは、代諾者では 
なく当該研究対象者からインフォームド・コンセントを受 
けるものとする。 

   （ⅰ）研究の実施に侵襲を伴わない旨 
（ⅱ）研究の目的及び試料・情報の取扱いを含む研究の実 

施についての情報を公開し、当該研究が実施又は継続さ 
れることについて、研究対象者の親権者又は未成年後見 
人が拒否できる機会を保障する旨 

（２）成年であって、インフォームド・コンセントを与える能 
力を欠くと客観的に判断される者であること。 

（３）死者であること。ただし、研究を実施されることが、そ 
の生前における明示的な意思に反している場合を除く。 

二 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 
定による手続において 代諾者等からインフォームド・コンセ 
ントを受ける場合には、第１号イ（１）の選定方針に従って代 
諾者等を選定し、当該代諾者等に対して、前条第３項の規定 
によるほか第１号イ（２）の説明事項を説明すること。 

三 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 

らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 
対象者が中学校等の課程を修了している又は１６歳以上の未 
成年者であり、かつ、研究を実施されることに関する十分な 
判断能力を有すると判断されるときには、当該研究対象者か 
らもインフォームド・コンセン トを受けること。 

２ インフォームド・アセントを得る場合の手続等については、 
次の各号に掲げる事項を遵守する。 
一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 
らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 
対象者が研究を実施されることについて自らの意向を表する 
ことができると判断されるときには、インフォームド・アセ 
ントを 得るよう努めること。ただし、前項第３号の規定によ 
り研究対象者からインフォームド・コンセントを受けるとき 
は、この限りでない。 

二 研究責任者は、第１号の規定によるインフォームド・アセ 
ントの手続を行うことが予測される研究を実施しようとする 
場合には、あらかじめ研究対象者への説明事項及び説明方法 
を研究計画書に記載すること。 

三 研究者等及び既存試料・情報の提供を行う者は、第１号の 
規定によるインフォームド・ アセントの手続において、研究 
対象者が、研究が実施又は継続されることの全部又は一部に 
対する拒否の意向を表した場合には、その意向を尊重するよ 
う努めること。ただし、当該研究を実施又は継続することに 
より研究対象者に直接の健康上の利益が期待され、かつ、代 
諾者がそれに同意するときは、この限りでない。 

３ 第１項第１号イ（１）にある代諾者等の選定方針については、 
次の各号に従うものとする。 
一 研究責任者は、被験者の家族構成や置かれている状況等を 
勘案して、以下に定める者の中から被験者の意思及び利益を 
代弁できると考えられる者を選定することを基本とし、研究 
計画書に記載すること。なお、被験者の家族構成や置かれて 
いる状況等とは、被験者と代諾者等の生活の実質や精神的共 
同関係からみて、被験者の最善の利益を図ることが可能な状 
況をいう。 
イ 当該被験者の法定代理人であって、被験者の意思及び利 
益を代弁できると考えられる者 

ロ 被験者の配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉妹若しく 
は孫、祖父母、同居の親族又はそれらの近親者に準ずると 
考えられる者 

二 研究責任者は、死亡した被験者の家族構成や置かれていた 
状況、慣習等を勘案して、死亡した被験者の配偶者、成人の 
子、父母、成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖父母、同居の親族又 
はそれらの近親者に準ずると考えられる者の中から被験者の 
生前の意思を代弁できると考えられる者を代諾者として選定 
することを基本とし、研究計画書に記載すること。 

 
（個人情報関係法令等） 
第１１条 個人情報の取扱いについては、独立行政法人等の保有 
する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。 
以下「個人情報保護法」という。）並びに独立行政法人国立病院 
機構の保有する個人情報の保護に関する規程（平成１７年規程 
第４号）、独立行政法人国立病院機構の保有する個人情報の開示 
等の手続に関する規程（平成１７年規程第５号）及び独立行政 
法人国立病院機構個人情報管理要領（平成１７年要領第２号） 
（以下これらを「個人情報保護関係規程等」という。）の定める 
ところによる。ただし、個人情報保護法及び個人情報保護関係 
規程等に定めのないものについては、倫理指針及び本手順書に 
従うものとする。 

 
 （個人情報に係る基本的責務） 
第１１条の２ 個人情報等に係る基本的責務については研究者等

及び病院長は次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 



一 研究者等及び病院長は、個人情報の取扱いに関しては個人 
情報保護法、個人情報保護関係規程等及び倫理指針を遵守し 
なければならない。 

二 研究者等及び病院長は、死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑 
み、死者について特定の個人を識別することができる情報に 
関しても、生存する個人に関するものと同様に、次項及び次 
条の規定により適切に取り扱い、必要かつ適切な置を講じな 
ければならず、また、第１３条の規定に準じて適切に対応し、 
必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 適正な取得等については、次の各号に掲げる事項を遵守する。 
一 研究者等は、研究の実施に当たって、偽りその他不正の手 
段により個人情報等を取得してはならない。 

二 研究者等は、原則としてあらかじめ研究対象者等から同意 
を受けている範囲を超えて、研究の実施に伴って取得された 
個人情報等を取り扱ってはならない。 

 
 （安全性管理） 
第１２条 個人情報の適正な取り扱いについては、次の各号に掲 
げる事項を遵守する。 
一 研究者等は、研究の実施に伴って取得された個人情報等で 
あって当該研究者等の所属する病院が保有しているもの（委 
託して保管する場合を含む。以下「保有する個人情報等」とい 
う。）について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管 
理のため、適切に取り扱わなければならない。 

二 研究責任者は、研究の実施に際して、保有する個人情報等 
が適切に取り扱われるよう、病院長と協力しつつ、当該情報 
を取り扱う他の研究者等に対して、必要な指導・管理を行わ 
なければならない。 

２ 安全管理のための体制整備、監督等については次の各号に掲 
げる事項を遵守する。 
一 病院長は、保有する個人情報等の漏えい、滅失又はき損の 
防止その他保有する個人情報等の安全管理のため、必要かつ 
適切な措置を講じなければならない。 

二 病院長は、当該病院において研究の実施に携わる研究者等 
に保有する 個人情報等を取り扱わせようとする場合には、そ 
の安全管理に必要な体制及び規程を整備するとともに、研究 
者等に対して、保有する個人情報等の安全管理が図られるよ 
う必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 
 （個人情報の開示） 
第１３条 保有する個人情報の開示等については、次の各号に掲 
げる事項を遵守する。 
一 病院長は、研究対象者等に係る個人情報に関し、第９条の 
規定により、研究対象者等に説明し、又は個人情報の取扱い 
を含む研究の実施についての情報を研究対象者等に通知し、 
若しくは公開している場合を除き、研究の実施に伴って取得 
された個人情報であって当該病院が保有しているもの（委託 
して保管する場合を含む。以下「保有する個人情報」という。） 
に関し、次に掲げる事項について、当該個人情報によって識 
別される特定の個人（以下「本人」という。）又はその代理人 
が容易に知り得る状態（本人又はその代理人（以下「本人等」 
という。）の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。以下 
同じ。）に置かなければならない。 

  イ 病院の名称及び病院長の氏名 
  ロ 保有する個人情報の利用目的について、研究に用いられ 

る情報にあっては研究に用いられる旨（他の研究機関へ提 
供される場合には、その旨を含む。）、研究に用いられる情 
報でないものにあってはその用途 

  ハ 第２号又は次項第１号、第２号、第３号、若しくは第４ 
   号の規定による求め（以下「開示等の求め」という。）に応 

じる手続（次号の規定により手数料の額を定めた場合には、 
その手数料の額を含む。） 

  ニ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口 
二 病院長は、本人等から、保有する個人情報のうちその本人 
を識別することができるものについて、その利用目的の通知 
を求められた場合には、その求めをした本人等（以下「請求 
者」という。）に対し、遅滞なく、これを通知しなければなら 
ない。この場合、病院長は、その措置の実施に関し、実費を勘 
案して合理的と認められる範囲内で手数料を徴収することが 
できる。 

三 第１号ロ及び第２号の規定は、次に掲げるいずれかに該当 
する場合には適用しない。 

  イ 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 
対して通知することにより、研究対象者等又は第三者の生 
命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場 
合 

  ロ 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 
対して通知することにより、当該病院の権利又は正当な利 
益を害するおそれがある場合 

四 病院長は、第２号の規定による利用目的の通知について、 
第３号の規定により通知しない旨の決定をした場合には、請 
求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ま 
た、請求者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう努めな 
ければならない。 

２ 病院長は、次の各号に掲げる場合には、個人情報保護法及び 
個人情報保護関係規程等に従い対応しなければならない。 
一 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、開示（保有する個人情報にその 
本人が識別されるものが存在しない場合に、その旨を通知す 
ることを含む。以下同じ。）を求められた場合 

二 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、その内容が事実でないという理 
由により、当該内容の訂正、追加又は削除を求められた場合 

三 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、第１１条の２第２項第１号の規 
定に反して取得されたものであるという理由又は同第２号の 
規定に反して取り扱われているという理由により、該当する 
個人情報の利用の停止又は消去を求められた場合 

四 本人等から、匿名化されていない試料・情報であってその 
本人を識別することができるものが第９条の規定に反して他 
の研究機関（共同研究機関を含む。以下同じ。）に提供されて 
いるという理由によって、当該試料・情報の他の研究機関へ 
の提供の停止を求められた場合 

 
（利益相反管理） 
第１４条 利益相反の管理については、次の各号に掲げる事項を 
遵守する。 
一 研究者等は、研究を実施するときは、個人の収益等、当該研 
究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究責 
任者に報告し、透明性を確保するよう適切に対応しなければ 
ならない。 

二 研究責任者は、医薬品又は医療機器の有効性又は安全性に 
関する研究等、商業活動に関連し得る研究を実施する場合に 
は、当該研究に係る利益相反に関する状況を把握し、研究計 
画書に記載しなければならない。 

三 研究者等は、第２号の規定により研究計画書に記載された 
利益相反に関する状況を、第９条 に規定するインフォーム 
ド・コンセントを受ける手続において研究対象者等に説明し 
なければならない。 

 
（研究に係る試料及び情報等の保管） 
第１５条 研究責任者は、倫理指針対象研究に係る試料及び情報 
等を保管する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければなら 
ない。 



一 研究者等は、研究に用いられる情報及び当該情報に係る資 
料（以下「情報等」という。）を正確なものにしなければなら 
ない。 

二 研究責任者は、人体から取得された試料及び情報等を保管 
するときは、第３号の規定よる手順書に基づき、研究計画書 
にその方法を記載するとともに、研究者等が情報等を正確な 
ものにするよう指導・管理し、人体から取得された試料及び 
情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう必要な 
管理を行わなければならない。 

三 病院長は、人体から取得された試料及び情報等の保管に関 
する手順書を作成し、当該手順書に従って、当該病院が実施 
する研究に係る人体から取得された試料及び情報等が適切に 
保管されるよう必要な監督を行わなければならない。 

四 研究責任者は、第３号の規定による手順書に従って、第２ 
号の規定による管理の状況について病院長へ報告しなければ 
ならない。 

五 病院長は、当該病院の情報等について、可能な限り長期間 
保管されるよう努めなければならず、侵襲（軽微な侵襲を除 
く。）を伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には、 
少なくとも、当該研究の終了について報告された日から５年 
を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表について報告 
された日から３年を経過した日のいずれか遅い日までの期間、 
適切に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。 
また、連結可能匿名化された情報について、当該病院が対応 
表を保有する場合には、対応表の保管についても同様とする。 

六 病院長は、人体から取得された試料及び情報等を廃棄する 
場合には、匿名化されるよう必要な監督を行わなければなら 
ない。 

 
（モニタリング及び監査） 
第１６条 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究に 
係るモニタリング及び監査を実施する場合には、次の各号に掲 
げる事項を遵守しなければならない。 
一 研究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければならず、 
病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、モ 
ニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければならない。 

二 研究責任者は、病院長の許可を受けた研究計画書に定める 
ところにより適切にモニタリング及び監査が行われるよう、 
モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対して必 
要な指導・管理を行わなければならない。 

三 研究責任者は、監査の対象となる研究の実施に携わる者及 
びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはなら 
ない。 

四 モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を 
研究責任者に報告しなければならない。また、監査に従事す 
る者は、当該監査の結果を研究責任者及び病院長に報告しな 
ければならない。 

五 モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は、その 
業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 
その業務に従事しなくなった後も同様とする。 

六 病院長は、第１号の規定によるモニタリング及び監査の実 
施に協力するとともに、当該実施に必要な措置を講じなけれ 
ばならない。 

 
（改正） 
第１７条 この手順書の改正を必要とする場合には、倫理審査委 

員会で審議し、病院長が改正を行う。 
 
 
 
 

 
附 則 
（施行期日） 
この手順書は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 
研究に関する利益相反管理規程 

 

（目的） 
第１条 この規程は、臨床研究その他の研究を行う研究者、関係 

者、被験者及び独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 
（以下「当院」という。）等を取り巻く利益相反の存在を明ら 
かにすることによって、被験者の保護を最優先としつつ、当院 
及び研究者等の正当な権利を認め、社会の理解と信頼を得て、 
当院の社会的信頼を守り、臨床研究その他の研究の適正な推進 
を図ることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当 
該各号に定めるところによる。 
一 臨床研究等  治験、共同研究、受託研究及び研究者が主 
導して行う臨床試験（自主臨床試験）等をいう。 

二 実施者 臨床研究等の研究者及び当該臨床研究等に関わる 
研究員をいう。 

三 関係者 臨床研究等の倫理性等を審査する委員会の委員、 
院長等をいう。 

四 被験者 臨床研究等を実施される者若しくは臨床研究等を 
実施されることを求められた者又は臨床研究等に用いようと 
する血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれらから抽出し 
た DNA 等の人の体の一部並びに自らの診断及び治療を通じ 
て得られた疾病名、投薬名、検査結果等の情報を提供する者 
をいう。 

五 利益相反 臨床研究等の実施者及び関係者が、被験者や当 
院と連携をとりながら行う臨床研究等によって得られる直接 
的利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)及び間接的利 
益と、社会に開かれた研究・教育を実践するという当院職員 
としての責務又は患者の希望する最善の治療を提供するとい 
う医療関係者としての責務などが衝突・相反している状況を 
いう。 

２ 厚生労働科学研究の利益相反に関し、この規程に定めのない 
事項については、厚生労働科学研究における利益相反 
（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針（平成 20 

年 3月 31日 科発第 0331001号厚生科学課長決定）の定める 
ところによる。 

 
（委員会） 
第３条 利益相反に関する審議を行い、利益開示を受ける委員会 
として、独立行政法人国立病院機構小倉医療センター研究利益 
相反審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、 
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター研究利益相反審査 
委員会規程の定めるところによる。 

 
（利益開示） 
第４条 当院における臨床研究等の実施者は、院長に対し、当該 
研究にかかる利益を開示しなければならない。 

２ 前項の開示を受けた院長は、利益相反の管理に関する措置に 
ついて、委員会に対し意見を求めることができる。 

３ 院長は、委員会の意見等に基づき、利益相反に関し、必要な 
指導、管理を行う。 

 
（対象） 
第５条 利益を開示すべき人的範囲は、次の各号に掲げるものと 
する。 

 

 
一 臨床研究等の実施者及び関係者（臨床研究等の協力者（コ 
ーディネーター等）を除く。） 

二 前号に規定する者の配偶者及び生計を一にする扶養親族 
（一親等の者に限る。） 

三 前二号に掲げる者のほか、委員会が必要と判断した者 
２ 利益開示が必要とされる行為及び状況は、次の各号に掲げる 
ものとする。 
一 経済的利益、株式保有、知的財産、金銭的収入、借入、役 
務提供等（公的機関から支給される謝金等を除く。） 

二 経営関与、役員、顧問等への就任等 
 
附 則 
（施行期日） 
この規程は、平成２１年 ４月１３日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

研究利益相反審査委員会
 
（趣旨） 
第１条 この規程は、独立行政法人国立病院機構小倉医療センタ 

ーにおける研究に関する利益相反管理規程第３条の規定に基づ 
き、独立行政法人国立病院機構小倉医療センターに設置する独 
立行政法人国立病院機構小倉医療センター研究利益相反審査委 
員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関し必要な 
事項を定める。 

 
（任務） 
第２条 委員会は、臨床研究等に係る利益相反に関する事項につ

いて審議及び管理を行う。 
 
（組織） 
第３条 委員会の委員は、独立行政法人国立病院機構の役職員以 
外の者を含む男女両性をもって構成する。 

２ 委員は、院長が委嘱する。 
３ 院長は、委員になることができない。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員に欠員を生じた場合は、院長は速やかに新たな委員を委 
嘱する。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 
（委員長） 
第５条 委員長は院長が指名する。 
２ 委員長は、委員会を統括するとともに、会議を招集し、その 
議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委 
員がその職務を代行する。 

 
（議事） 
第６条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、 
議決することができない。 

２ 議決は出席した委員全員の合意による。ただし、審議の対象

となる臨床研究等の実施者又は当該臨床研究等に関係する企

業・団体と利益相反がある委員は、審議及び議決に加わること

ができない。 
３ 委員会は、審議の対象となる臨床研究等の実施者を委員会に 
出席させ、研究内容等について説明を求めることができる。 

４ 委員会が必要と認めたときは、委員会を公開することができ 
るほか、委員会の審議経過及び議決に関する記録についても公 
開することができる。 

 
（専門委員） 
第７条 院長は、専門の事項を調査検討するため必要があると認 
めるときは、学識経験者の中から専門委員を委嘱することがで 
きる。 

２ 委員会は、専門の事項を調査検討するため、必要に応じ、専 
門委員を委員会に出席させることができる。ただし、専門委員 
は、議決に加わることができない。 

 
（管理の手順及び実施） 
第８条 臨床研究等に係る利益相反の管理の手順及び実施につい 
ては、委員会が別に定める。 

 
（庶務） 
第９条 委員会の庶務は、企画課において処理する。 
 
（雑則） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し 
必要な事項は、院長が別に定める。 

 
附  則 
（施行期日） 
この規程は、平成２１年 ４月１３日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

研究利益相反審査委員会手順書 
 
（趣旨） 
第１条 この手順書は独立行政法人国立病院機構小倉医療センタ 

ー研究利益相反審査委員会規程に基づき、独立行政法人国立病 
院機構小倉医療センター研究利益相反審査委員会（以下「委員 
会」という）における臨床研究等に係る利益相反の管理の手順 
及び実施について必要な事項を定める。 

 
（委員会への報告） 
第２条 臨床研究等の実施者(研究者及び研究員（主任、分担の 

別を問わない。）をいう。以下同じ。)は、研究ごとに申告書を 
作成の上、実施計画書とともに院長に提出する。 

２ 臨床研究等の関係者（臨床研究等の倫理性等を審査する委員 
会の委員、院長等をいう。以下同じ。）は、委員会の要求に応 
じて、就任時のほか随時申告書により報告を行う。 

３ 臨床研究等の実施者及び関係者が得る経済的利益又は経営関 
与の態様に変更があった場合は、直ちに院長を通じ委員会へ申 
告書を再提出する。 

４ 臨床研究等の実施者は、臨床研究等が事業年度を越えて継続 
している場合は、毎年度１回（年度当初等）、院長を通じ委員 
会に申告書を提出する。 

５ 委員長は、申告書を受理したときは、委員会を招集して当該 
臨床研究等に係る利益相反について審査し、審査の経過及び結 
果を独立行政法人国立病院機構小倉医療センター臨床研究倫理 
審査委員会に報告する。 

６ 院長が臨床研究等の実施者である場合は、当該臨床研究等に 
係る利益相反の管理に関する職務の遂行を副院長に委任する。 

７ 外部委員には、臨床研究等の実施者の個人情報を匿名化した 
上で当該臨床研究等に関する情報を提示することができる。 

８ 第１項から第４項までに規定する申告書による報告は、次の 
各号に掲げる経済的利益がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該 
当するときに行うものとする。 
一 企業・団体からの収入（診療報酬を除く。）同一組織から 
の年間の合計金額が 100 万円を超えるとき 

二 産学連携活動に係る受入れ額  同一組織からの年間の合 
計受入れ金額が 200 万円を超えるとき 

９ 前項各号に掲げる場合に該当しない場合であっても、外部か 
ら弊害が生じているかのごとく見られる可能性が懸念される場 
合には、臨床研究等の実施者及び関係者は、委員会に積極的に 
相談する等、研究の客観性、公平性を損なうという印象を社会 
に与えることがないよう十分留意しなければならない。 

 
（相談・指導） 
第３条 委員会は、臨床研究等の実施者及び関係者の経済的な利 
益関係、研究者が実施しようとしている研究及び講じられよう 
としている利益相反の管理に関する措置について、相談に応 
じ、必要に応じて指導を行う。 

 
（委員会による指導・勧告・意見等） 
第４条 委員会は、申告書により利益相反があると認める場合 

は、臨床研究等実施計画書に照らし合わせて適正な臨床研究等 
が実施できるかどうかを審議し、必要と認めた場合は実施者又 
は関係者に助言・指導・勧告等を行う。 

２ 前項による臨床研究等に対する指導・勧告には、他施設での 
実施、実施者の費用による監査等の導入などを含むことができ 
る。 

３ 第１項の指導・勧告を受けた実施者又は関係者は、委員会の 
 

 
求めに応じて、第１項の指導・勧告に対する是正結果を報告し 
なければならない。 

４ 委員会は、必要に応じて更なる情報収集・調査及びフォロー 
アップを行う。 

５ 委員会は、ヒアリング、審査及び検討を行い、利益相反の管 
理に関する措置について、院長に対して文書をもって意見を述 
べることができる。 

 
（活動状況の報告） 
第５条 委員会は、その活動状況を定期的に院長に報告する。 
 
（利益相反の管理） 
第６条 院長は、委員会の意見等に基づき、利益相反に関し、独 
立行政法人国立病院機構小倉医療センターとしての見解を示 
し、次の各号に掲げる措置による改善に向けた指導、管理を行 
う。 
一 経済的な利益関係の一般への開示 
二 委員会による研究のモニタリング 
三 研究計画の修正 
四 利益相反の状態にある研究者の研究への参加形態の変更 
五 当該研究への参加の取りやめ 
六 経済的な利益の放棄 
七 利益相反を生み出す関係の分離 
八 その他必要な措置 

 
（異議申立て） 
第７条 実施者は、委員会の決定に対して不服がある場合は、院 
長に対して異議申立てをすることができる。院長は異議申立て 
があったときは、委員会に再度審議を求める。 

２ 前項の求めがあったときは、委員会は再審議を行い、院長に 
答申する。院長は委員会の答申に基づき必要な措置を講ずるも 
のとする。 

 
（情報開示） 
第８条 臨床研究等に係る利益相反に関する委員会の審議結果に 
ついて、当該臨床研究等に参加する被験者から情報開示の求め 
があれば、個人情報の保護に留意した上で開示することを原則 
とする。 

 
（関係書類の保存） 
第９条 実施者及び関係者並びに委員会は、利益相反に関する書 
類を５年間保存しなければならない。 

 
（個人情報、研究又は技術上の情報の保護） 
第１０条 個人情報、研究又は技術上の情報を適切に保護するた 
め、委員会の委員等の関係者は、正当な理由なく委員会におけ 
る活動等によって知り得た情報を漏らしてはならない。また、 
委員を退いた後も同様とする。 

 
附 則 
（施行期日） 
この手順書は、平成２１年 ４月１３日から施行する。 
 
 

 



独立行政法人国立病院機構における臨床研究中央倫理審査 

委員会に係る臨床研究等の実施に関する手順書 
 
（目的） 
第１条  この手順書は、独立行政法人国立病院機構臨床研究等倫

理規程（平成１６年規程第６１号。以下「規程」という。）に

従って実施される人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

（平成２６年文部科学省・厚生労働省告示第３号）及びヒトゲ

ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１６年文部科学

省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）（以下「倫理指針」

という。）が適用される臨床研究（以下「倫理指針対象研究」

という。）及び本部受託研究(以下「臨床研究等」という。）の

うち独立行政法人国立病院機構臨床研究中央倫理審査委員会

（以下「中央倫理審査委員会」という。）で審査を行うものに

係る業務に対して研究者等が実施すべき事項等を定める。 
 
（用語の定義） 
第２条  この手順書における各種用語の定義は、この手順書にお

いて特に定めるものを除き、規程及び倫理指針の定めるところ

による。 
 
（研究者等の責務等） 
第３条  研究者等は、臨床研究等を実施するに当り、研究対象者

又はその代諾者等（以下「研究対象者等」という。）への配慮

として、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一  研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重し 
て、研究を実施しなければならない。 

二  研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則としてあ 
らかじめインフォームド・コンセントを受けなければならな 
い。 

三  研究者等は、研究対象者等及びその関係者からの相談、問 
合せ、苦情等（以下「相談等」という。）に適切かつ迅速に 
対応しなければならない。 

四  研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当 
な理由なく漏らしてはならない。研究の実施に携わらなくな 
った後も、同様とする。 

五  研究者等は、研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者 
等の人権を尊重する観点又は研究の実施上の観点から重大な 
懸念が生じた場合には、速やかに病院の院長（本部の場合 
は、理事長とする。以下「病院長等」という。）及び研究責 
任者に報告しなければならない。 

２  研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等については、 
次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一  研究者等は、法令、倫理指針等を遵守し、中央倫理審査委 
員会の審査及び病院長等の許可を受けた研究計画書に従っ 
て、適正に研究を実施しなければならない。 

二  研究者等は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を 
損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報を得た 
場合（第３号に該当する場合を除く。）には、速やかに研究 
責任者に報告しなければならない。 

三  研究者等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼 
を損なう事実若しくは 情報又は損なうおそれのある情報を 
得た場合には、速やかに研究責任者又は病院長等に報告しな 
ければならない。 

３  研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに 
当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を受 
けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教 
育・研修を受けなければならない。 

 
 
 

 
（研究代表者及び研究責任者の責務等） 
第４条  研究代表者及び研究責任者（以下「研究責任者等」と 

いう。）は、臨床研究等を実施するに当たって研究計画書の作

成及び研究者等に対する遵守を徹底し、次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 
一  研究責任者等は、研究の実施に先立ち第８条の規定に基づ 
き、適切な研究計画書を作成しなければならない。研究計画 
書を変更するときも同様とする。 

二  研究責任者等は、研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が 
確保されるよう、研究計画書を作成しなければならない。ま 
た、研究計画書の作成に当たって、研究対象者への負担並び 
に予測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、 
負担及びリスクを最小化する対策を講じなければならない。 

三  研究責任者等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究 
であって通常の診療を超える医療行為を伴うものを実施しよ 
うとする場合には、当該研究に関連して研究対象者に生じた 
健康被害に対する補償を行うために、あらかじめ、保険への 
加入その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 

四  研究責任者等は、第９条の規定により、研究の概要その他 
の研究に関する情報を適切に登録するとともに、研究の結果 
については、これを公表しなければならない。 

五  研究責任者等は、研究計画書に従って研究が適正に実施さ 
れ、その結果の信頼性が確保されるよう、当該研究の実施に 
携わる研究者をはじめとする関係者を指導・管理しなければ 
ならない。 

２  研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告に 
ついては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一  研究責任者等は、研究の実施に係る必要な情報を収集する 
など、研究の適正な実施及び研究結果の信頼性の確保に努め 
なければならない。 

二  研究責任者等は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理 
性を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報で 
あって研究の継続に影響を与えると考えられるものを得た場 
合（第３号に該当する場合を除く。）には、遅滞なく、病院 
長等に対して報告し、必要に応じて、研究を停止し、若しく 
は中止し、又は研究計画書を変更しなければならない。 

三  研究責任者等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の 
信頼を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報 
を得た場合には、速やかに病院長等に報告し、必要に応じて 
研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更しな 
ければならない。 

四  研究責任者等は、研究の実施において、当該研究により期 
待される利益よりも予測されるリスクが高いと判断される場 
合又は当該研究により十分な成果が得られた若しくは十分な 
成果が得られないと判断される場合には、当該研究を中止し 
なければならない。 

五  研究責任者等は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な有 
害事象の発生を知った場合には、速やかに、必要な措置を講 
じなければならない。 

六  研究責任者等は、研究計画書に定めるところにより、研究 
の進捗状況及び研究の実施に伴う有害事象の発生状況を病院 
長等に報告しなければならない。 

七  研究責任者等は、研究を中止又は終了したときは、病院長 
等に必要な事項について文書により報告しなければならな 
い。（臨床研究等により期待される利益よりも起こり得る危 
険が高いと判断される場合等緊急性の高い理由により当該臨 
床研究等を中止又は終了した場合については、遅滞なく、そ 
の旨もあわせて報告すること） 



八  研究責任者等は、他の研究機関と共同で研究を実施する場 
合には、共同研究機関の研究責任者に対し、当該研究に関連 
する必要な情報を共有しなければならない。 

九  毎年一回、EBM推進のための大規模臨床研究は３月末まで 
に、それ以外の臨床研究は４月末までに、それぞれ臨床研究 
の進捗状況並びにその他の有害事象及び不具合等の発生状況 
を規定の様式により病院長等に報告しなければならない。 

３  研究責任者等は、通常の診療を超える医療行為を伴う研究を 
実施した場合には、当該研究実施後においても、研究対象者が 
当該研究の結果により得られた最善の予防、診断及び治療を受 
けることができるよう努めなければならない。 

４  研究責任者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな 
らない。 
一  臨床研究等を実施し、又は継続（中止後再開する場合を含 
む。）するに当たり、病院長等の許可を受けること 

二  前号の許可を受ける際には、別に定める申請書類のほか、 
臨床研究計画書、説明文書・同意文書、それらの変更対応表 
等のうち必要なものを病院長等に提出すること 

 
（病院長等の責務） 
第５条  病院長等は、研究に対する総括的な監督について、次の

各号に掲げる責務を負うものとする。 
一  病院長等は、実施を許可した研究について、適正に実施さ 
れるよう必要な監督を行うとともに、最終的な責任を負わな 
ければならない。 

二  病院長等は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の 
生命、健康及び人権を尊重して研究を実施することを周知徹 
底しなければならない。 

三  病院長等は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏 
らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様 
とする。 

四  病院長等は、研究に関する業務の一部を委託する場合に 
は、委託を受けた者が遵守すべき事項について、文書による 
契約を締結するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ 
適切な監督を行わなければならない。 

五  中央倫理審査委員会で審査を行う臨床研究が倫理指針に適 
合しているか否かについて、少なくとも各年度１回は自ら点 
検及び評価を行わなければならない。 

２  病院長等は、研究の実施のための体制・規程の整備等につい 
て、次の各号に掲げる責務を負うものとする。 
一 病院長等は、研究を適正に実施するために必要な体制・規 
程を整備しなければならない。 

二  病院長等は、当該病院（本部を含む。以下「病院等」とい 
う。）の実施する研究に関連して研究対象者に健康被害が生 
じた場合、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講 
じられることを確保しなければならない。 

三  病院長等は、研究結果等、研究に関する情報が適切に公表 
されることを確保しなければならない。 

四  病院長等は、当該病院等における研究が倫理指針に適合し 
ていることについて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行 
い、その結果に基づき適切な対応をとらなければならない。 

五  病院長等は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な 
知識及び技術に関する教育・研修を当該病院等の研究者等が 
受けることを確保するための措置を講じなければならない。 
また、自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。 

六  病院長等は、当該病院等において定められた規程により、 
倫理指針に定める権限又は事務を当該病院等内の適当な者に 
委任することができる。 

３  病院長等は、研究の許可等について次の各号に掲げる責務を 
負うものとする。 
一  病院長等は、研究責任者等から研究の実施又は研究計画書 
の変更の許可を求められたときは、中央倫理審査委員会に意 

見を求め、その意見を尊重し、当該許可又は不許可その他研 
究に関し必要な措置について決定しなければならない。 

二  病院長等は、研究責任者等をはじめとする研究者等から研 
究の継続に影響を与えると考えられる事実又は情報について 
報告を受けた場合には、必要に応じて中央倫理審査委員会に 
意見を求め、その意見を尊重するとともに、必要に応じて速 
やかに、研究の停止、原因の究明等、適切な対応をとらなけ 
ればならない。 

三  病院長等は、中央倫理審査委員会が行う調査に協力しなけ 
ればならない。 

四  病院長等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼 
を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報につ 
いて報告を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じなけ 
ればならない。 

五  病院長等は、研究責任者等から研究の終了について報告を 
受けたときは、当該研究に関する審査を行った中央倫理審査 
委員会に必要な事項について報告しなければならない。 

４  厚生労働大臣への報告等については、次の各号に掲げる事項 
を遵守する。 
一  病院長等は、当該病院等が実施している又は過去に実施し 
た研究について、倫理指針に適合していないことを知った場 
合には、速やかに中央倫理審査委員会の意見を聴き、必要な 
対応を行うとともに、不適合の程度が重大であるときは、そ 
の対応の状況・結果を厚生労働大臣に報告し、公表しなけれ 
ばならない。 

二  病院長等は、当該病院等における研究が倫理指針に適合し 
ていることについて、厚生労働大臣又はその委託を受けた者 
（以下「大臣等」という。）が実施する調査に協力しなけれ 
ばならない。 

三  病院長等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であ 
って介入を行うものの実施において、予測できない重篤な有 
害事象が発生した場合であって当該研究との直接の因果関係 
が否定できないときは、第３項第２号の対応の状況・結果を 
速やかに厚生労働大臣に報告し、公表しなければならない。 

 
（理事長の責務） 
第６条  理事長は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。 

一  国立病院機構本部及び中央倫理審査委員会が倫理指針に適 
合しているか否かについて、厚生労働大臣が実施する実地又 
は書面による調査に協力しなければならない。 

二  中央倫理審査委員会の委員の教育及び研修に努めなければ 
ならない。 

 
（研究計画書） 
第７条  研究計画書に関する作成・変更の手続は、次の各号に掲 

げるとおりとする。 
一  研究責任者等は、研究を実施（研究計画書を変更して実施 
する場合を含む。以下同じ。）しようとするときは、あらか 
じめ研究計画書を作成し、病院長等の許可を受けるものとす 
る。 

二  研究責任者等は、他の研究機関と共同して研究を実施しよ 
うとする場合には、各共同研究機関の研究責任者等の役割及 
び責任を明確にした上で研究計画書を作成すること。 

三  研究責任者等は、当該研究責任者等の所属する病院等にお 
ける研究に関する業務の一部について委託しようとする場合 
には、当該委託業務の内容を定めた上で研究計画書を作成す 
ること。 

２  中央倫理審査委員会への付議については、次号に掲げるとお 
りとする。 
一  病院長等は、研究責任者等から、当該病院等における研究 
の実施の許可を求められたときは、当該研究の実施の適否につ 
いて、中央倫理審査委員会の意見を聴くこと。 



３  病院長等は、中央倫理審査委員会の意見を尊重し、研究の実 
施の許可又は不許可その他研究について必要な措置を決定する 
こと。この場合において、病院長等は、中央倫理審査委員会が 
研究の実施について不適当である旨の意見を述べたときには、 
当該研究の実施を許可してはならない。 

４  研究終了後の対応については、次の各号に掲げるとおりとす 
る。 
一  研究責任者等は、研究を終了したときは、その旨及び研究 
の結果概要を文書により遅滞なく病院長等に報告すること。 

二  病院長等は、研究責任者等から前号の規定による報告を受 
けたときは、中央倫理審査委員会に、研究終了の旨及び研究 
の結果概要を文書により報告すること。 

 
（研究計画書の記載事項） 
第８条  研究計画書の記載事項については、次の各号に掲げると 

おりとする。 
一  研究計画書（次号の場合を除く。）に記載すべき事項は、 
原則として次のとおりとする。ただし、中央倫理審査委員会 
の意見を受けて病院長等が許可した事項については、この限 
りでない。 
イ  研究の名称 
ロ  研究の実施体制（病院等の名称及び研究者等の氏名を含 

む。） 
ハ  研究の目的及び意義 
ニ  研究の方法及び期間 
ホ  研究対象者の選定方針  
ヘ  研究の科学的合理性の根拠 
ト  第１０条の規定によるインフォームド・コンセントを受 

ける手続等（インフォームド・コンセントを受ける場合に 
は、同条の規定による説明及び同意に関する事項を含 
む。） 

チ  個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非 
識別加工情報※注１を作成する場合にはその旨を含む。） 

リ  研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 
益、これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小 
化する対策 

ヌ  試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含 
む。）の保管及び廃棄の方法 

ル  病院長等への報告内容及び方法 
ヲ  研究の資金源等、病院等の研究に係る利益相反及び個人 

の収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 
ワ  研究に関する情報公開の方法 
カ  研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
ヨ  代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合 
には、第１１条の規定による手続（第 １０条 及び第１１ 
条の規定による代諾者等の選定方針並びに説明及び同意に 
関する事項を含む。） 

タ  インフォームド・アセントを得る場合には、第１１条の 
規定による手続（説明に関する事項を含む。） 

レ  第１０条第６項の規定による研究を実施しようとする場 
合には、同条同項の規定に掲げる要件の全てを満たしてい 
ることについて判断する方法 

ソ  研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 
の旨及びその内容 

ツ  侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には、重 
篤な有害事象が発生した際の対応 

ネ  侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健 
康被害に対する補償の有無及びその内容 

ナ  通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研 
究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

ラ  研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が 
れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性 

がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見 
を含む。）の取扱い 

ム  研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務 
内容及び委託先の監督方法 

ウ  研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 
象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究 
のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可 
能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において 
想定される内容 

ヰ  第１７条の規定によるモニタリング及び監査を実施する 
場合には、その実施体制及び実施手順 

ノ  ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の開 
示に関する考え方 

オ  ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子情報の安 
全管理の方法 

ク  ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝カウンセリ 
ングの必要性及びその体制 

二  試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提 
供を受けて保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う 
業務（以下「収集・分譲」という。）を実施する場合の研究 
計画書に記載すべき事項は、原則として次のとおりとする。 
ただし、中央倫理審査委員会の意見を受けて病院長等が許可 
した事項については、この限りでない。 
イ  試料・情報の収集・分譲の実施体制（試料・情報の収 

集・分譲を行う機関の名称及び研究者等の氏名を含む。） 
ロ  試料・情報の収集・分譲の目的及び意義 
ハ  試料・情報の収集・分譲の方法及び期間 
ニ  収集・分譲を行う試料・情報の種類 
ホ  第１０条の規定によるインフォームド・コンセントを受 

ける手続等（インフォーム ド・コンセントを受ける場合 
には、同規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

ヘ  個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非 
識別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。） 

ト  研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 
益、これらの総合的評価 並びに当該負担及びリスクを最 
小化する対策 

チ  試料・情報の保管及び品質管理の方法 
リ  収集・分譲終了後の試料・情報の取扱い 
ヌ  試料・情報の収集・分譲の資金源等、試料・情報の収 

集・分譲を行う機関の収集・分譲に係る利益相反及び個人 
の収益等、研究者等の収集・分譲に係る利益相反に関する 
状況 

ル  研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
ヲ  研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 

の旨及びその内容 
ワ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が 

れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性 
がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見 
を含む。）の取扱い 

カ  研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 
象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究 
のために他の研究機関に提供する可能性がある場合には、 
その旨と同意を受ける時点において想定される内容 

 
（研究に関する登録・公表） 
第９条  研究代表者は、介入を行う研究について、国立大学附属 

病院長会議、一般財団法人日本医薬情報センター又は公益社団 
法人日本医師会が設置している公開データベースに、当該研究 
の概要をその実施に先立って登録し、研究計画書の変更及び研 
究の進捗に応じて適宜更新し、また、研究を終了したときは、 
遅滞なく、当該研究の結果を登録すること。ただし、研究対象 
者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利 



利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として、中央 
倫理審査委員会の意見を受けて病院長等が許可したものについ 
ては、この限りでない。 

２  研究責任者等は、研究を終了したときは、遅滞なく、研究対 
象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権 
利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、当該研究の結 
果を公表すること。また、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う 
研究であって介入を行うものについて、結果の最終の公表を行 
ったときは、遅滞なく病院長等へ報告すること。 

 
（インフォームド・コンセント） 
第１０条  研究者等が研究を実施しようとするとき、又は既存試 

料・情報の提供を行う者が既存試料・情報を提供しようとする 
ときは、病院長等の許可を受けた研究計画書に定めるところに 
より、それぞれ次に掲げる手続に従って、原則としてあらかじ 
めインフォームド・コンセントを受けることとする。ただし、 
法令の規定による既存試料・情報の提供については、この限り 
でない。 
一  新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合 
のインフォームド・コンセント 
研究者等は、それぞれ次のイ又はロの手続に従って研究を実 
施しなければならない。この場合において、研究に用いられ 
る試料・情報を共同研究機関へ提供する場合は、当該試料・ 
情報の提供に関する記録を作成しなければならない。 
研究責任者等は、研究者等が作成した当該記録を当該試料・ 
情報の提供をした日から３年を経過した日までの期間保管し 
なければならない。 
また、他の研究機関から研究に用いられる試料・情報の提供 
を受ける場合は、研究者等は、当該試料・情報の提供を行う 
者によって適切な手続がとられていること等を確認するとと 
もに、当該試料・情報の提供に関する記録を作成しなければ 
ならない。 
研究責任者等は、研究者等が作成した当該記録を当該研究の 
終了について報告された日から５年を経過した日までの期間 
保管しなければならない。なお、「ヒトゲノム・遺伝子解析 
研究に関する倫理指針」が適用される研究において、試料・ 
情報を外部の機関又は試料・情報の提供が行われる機関にお 
ける研究部門に提供する際は、原則として試料・情報を匿名 
化しなければならない。 
イ  侵襲を伴う研究 

研究者等は、第３項の規定による説明事項を記載した文書 
により、インフォームド・コンセントを受けなければなら 
ない。 

ロ  侵襲を伴わない研究 
（１）介入を行う研究 

研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コン 
セントを受けることを要しないが、文書によりインフォ 
ームド・コンセントを受けない場合には、第３項の規定 
による説明事項について口頭によりインフォームド・コ 
ンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた同意 
の内容に関する記録を作成しなければならない。 

（２）介入を行わない研究 
（ⅰ）人体から取得された試料を用いる研究 
研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コ 
ンセントを受けることを要しないが、文書によりイン 
フォームド・コンセントを受けない場合には、第３項 
の規定による説明事項について口頭によりインフォー 
ムド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに 
受けた同意の内容に関する記録を作成しなければなら 
ない。 

（ⅱ）人体から取得された試料を用いない研究 
① 要配慮個人情報を取得して研究を実施しようとす 

る場合 
研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセント 
を受けることを要しないが、インフォームド・コン 
セントを受けない場合には、原則として研究対象者 
等の適切な同意を受けなければならない。ただし、 
適切な同意を受けることが困難な場合であって、学 
術研究の用に供するときその他の研究に用いられる 
情報を取得して研究を実施しようとすることに特段 
の理由があるときは、当該研究の実施について、第 
４項第１号から第６号までの事項を研究対象者等に 
通知し、又は公開し、研究が実施又は継続されるこ 
とについて、研究対象者等が拒否できる機会を保障 
することによって、取得した要配慮個人情報を利用 
することができる。 

② ①以外の場合 
研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセント 
を受けることを要しないが、インフォームド・コン 
セントを受けない場合には、当該研究の実施につい 
て、第４項第１号から第６号までの事項を研究対象 
者等に通知し、又は公開し、研究が実施又は継続さ 
れることについて、研究対象者等が拒否できる機会 
を保障しなければならない（ただし、共同研究機関 
へ提供する場合は、学術研究の用に供するときその 
他の研究に用いられる情報を取得して共同研究機関 
へ提供することに特段の理由があるときに限る。）。 

二  自らの病院等において保有している既存試料・情報を用い 
て研究を実施しようとする場合のインフォームド・コンセン 
ト 
イ  人体から取得された試料を用いる研究 

研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コンセ 
ントを受けることを要しないが、文書によりインフォーム 
ド・コンセントを受けない場合には、第３項の規定による 
説明事項について口頭によりインフォームド・コンセント 
を受け、説明の方法及び内容並びに受けた同意の内容に関 
する記録を作成しなければならない。ただし、これらの手 
続を行うことが困難な場合であって次の（１）から（３） 
までのいずれかに該当するときには、当該手続を行うこと 
なく、自らの病院等において保有している既存試料・情報 
を利用することができる。 
（１）当該既存試料・情報が匿名化されているもの（特定 

の個人を識別することができないものに限る。）である 
こと。 

（２）当該既存試料・情報が（１）に該当しない場合であ 
って、その取得時に当該研究における利用が明示されて 
いない別の研究についての研究対象者等の同意のみが与 
えられているときには、次に掲げる要件を満たしている 
こと。 
（ⅰ）当該研究の実施について、第４項第１号から第４ 
号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して 
いること。 

（ⅱ）その同意が当該研究の目的と相当の関連性がある 
と合理的に認められること。 

（３）当該既存試料・情報が（１）又は（２）のいずれに 
も該当しない場合であって、社会的に重要性の高い研究 
に当該既存試料・情報が利用されるときにおいて、次に 
掲げる要件の全てを満たしていること。 
（ⅰ）当該研究の実施について、第４項第１号から第６ 
号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して 
いること。 

（ⅱ）研究が実施されることについて、原則として、研 
究対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

ロ  人体から取得された試料を用いない研究 



研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを受け 
ることを要しないが、インフォームド・コンセントを受け 
ない場合には、次の（１）から（３）までのいずれかに該 
当していなければならない。 
（１）当該研究に用いられる情報が匿名化されているもの 
（特定の個人を識別することができないものに限る。） 
であること。 

（２）当該研究に用いられる情報が（１）に該当しない場 
合であって、その取得時に当該研究における利用が明示 
されていない別の研究についての研究対象者等の同意の 
みが与えられているときには、次に掲げる要件を満たし 
ていること。 
（ⅰ）当該研究の実施について、第４項第１号から第４ 
号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して 
いること。 

（ⅱ）その同意が当該研究の目的と相当の関連性がある 
と合理的に認められること。 

（３）当該既存試料・情報が（１）又は（２）のいずれに 
も該当しない場合であって、学術研究の用に供するとき 
その他の当該情報を用いて研究を実施しようとすること 
に特段の理由があるときは、次に掲げる要件の全てを満 
たしていること。 
（ⅰ）当該研究の実施について、第４項第１号から第６ 
号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して 
いること。 

（ⅱ）研究が実施されることについて、原則として、研 
究対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

三  他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合の 
インフォームド・コンセント 
他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、必 
ずしも文書によりインフォームド・コンセントを受けること 
を要しないが、文書によりインフォームド・コンセントを受 
けない場合には、第３項の規定による説明事項（既存試料・ 
情報を提供する旨を含む。）について口頭によりインフォー 
ムド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた 
同意の内容に関する記録を作成しなければならない。ただ 
し、これらの手続を行うことが困難な場合であって次のイか 
らハまでのいずれかに該当するときは、当該手続を行うこと 
なく、既存試料・情報を提供することができる。 
なお、既存試料・情報の提供に当たり、既存試料・情報の提 
供を行う者が所属する病院等（以下「既存試料・情報の提供 
を行う病院等」という。）の長は、適正に既存試料・情報を 
提供するために必要な体制及び規程を整備しなければならな 
い。また、既存試料・情報の提供を行う者は、当該既存試 
料・情報の提供に関する記録を作成し、当該記録を当該試 
料・情報の提供をした日から３年を経過した日までの期間保 
管しなければならない。 
イ  当該既存試料・情報が次に掲げるいずれかに該当してい 

ることについて、既存試料・情報の提供を行う病院等の長 
が当該既存試料・情報の提供について把握できるようにし 
ていること。なお、既存試料・情報の提供を行う者が既存 
試料・情報の提供のみを行う場合は、「人を対象とする医 
学系研究に関する倫理指針」ガイダンスに掲載されている 
「他の研究機関への既存試料・情報の提供に関する届出 
書」を用いて、病院長等へ報告すること。 
（１）匿名化されているもの（特定の個人を識別すること 
ができないものに限る。）であること。 

（２）非識別加工情報であること。 
（３）学術研究の用に供するときその他の当該既存試料・ 

情報を提供することに特段の理由があり、かつ、第４項 
第１号から第４号までの事項を研究対象者等に通知し、 
又は公開している場合であって、匿名化されているもの 

（どの研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別で 
きないよう、加工又は管理されたものに限る。）である 
こと。 

ロ  既存試料・情報がイに該当しない場合であって、学術研 
究の用に供するときその他の当該既存試料・情報を提供す 
ることに特段の理由があるときは、次に掲げる要件を満た 
していることについて、倫理審査委員会の意見を聴いた上 
で、既存試料・情報の提供を行う病院等の長の許可を得て 
いること。 
（１）当該研究の実施及び当該既存試料・情報の他の研究 

機関への提供について第４項第１号から第６号までの事 
項を研究対象者等に通知し、又は公開していること。 

（２）研究が実施されることについて、原則として、研究 
対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

ハ  社会的に重要性の高い研究に用いられる既存試料・情報 
が提供される場合であって、当該研究の方法及び内容、研 
究に用いられる試料・情報の内容その他の理由によりイ及 
びロによることができないときには、必要な範囲で他の適 
切な措置を講じることについて、倫理審査委員会の意見を 
聴いた上で、既存試料・情報の提供を行う病院等の長の許 
可を得ていること。なお、この場合において、第７項第１ 
号イからニまでの要件の全てに該当していなければならな 
い。また、第７項第２号イからハまでのもののうち適切な 
措置を講じなければならない。 

四  第３号の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究 
を実施しようとする場合のインフォームド・コンセント研究 
者等は、次に掲げる事項を確認するとともに、当該既存試 
料・情報の提供に関する記録を作成しなければならない。研 
究責任者等は、研究者等が作成した当該記録を当該研究の終 
了について報告された日から５年を経過した日までの期間保 
管しなければならない。 
イ  当該試料・情報に関するインフォームド・コンセントの 

内容又は第３号の規定による当該試料・情報の提供に当た 
って講じた措置の内容 

ロ  当該既存試料・情報の提供を行った他の機関の名称、住 
所及びその長の氏名 

ハ  当該既存試料・情報の提供を行った他の機関による当該 
試料・情報の取得の経緯また、特定の個人を識別すること 
ができる既存試料・情報を用いる場合（研究者等がインフ 
ォームド・コンセントを受ける場合を除く。）には、当該 
研究の実施について、第４項第１号から第６号までの事項 
を公開し、かつ、研究が実施されることについて、原則と 
して、研究対象者等が同意を撤回できる機会を保障しなけ 
ればならない。 
なお、第３号イ（３）に該当することにより第３号の規定 
による提供を受けた場合には、研究者等は、当該研究の実 
施について、第４項第１号から第４号までの事項を公開し 
なければならない。 

２  研究者等は、研究計画書を変更して研究を実施しようとする 
場合には、変更箇所について、原則として改めて第１項の規定 
によるインフォームド・コンセントの手続等を行うこと。ただ 
し、中央倫理審査委員会の意見を受けて病院長等が許可した変 
更箇所については、この限りでない。 

３  インフォームド・コンセントを受ける際に研究対象者等に対 
し説明すべき事項は、原則として次の各号に掲げるとおりとす 
る。ただし、中央倫理審査委員会の意見を受けて病院長等が許 
可した事項については、この限りでない。 
一  研究の名称及び当該研究の実施について病院長等の許可を 
受けている旨 

二  病院等の名称及び研究責任者等の氏名（他の研究機関と共 
同して研究を実施する場合は、共同研究機関の名称及び共同 
研究機関の研究責任者等の氏名を含む。） 



三  研究の目的及び意義 
四  研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用 
目的を含む。）及び期間 

五  研究対象者として選定された理由 
六  研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 
七  研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても 
随時これを撤回できる旨（研究対象者等からの撤回の内容に 
従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、そ 
の旨及びその理由） 

八  研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意 
を撤回することによって研究対象者等が不利益な取扱いを受 
けない旨 

九  研究に関する情報公開の方法 
十  研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情 
報等の保護及び当該研究の独創性の確保に支障がない範囲内 
で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧で 
きる旨並びにその入手又は閲覧の方法 

十一  個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非 
識別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。） 

十二  試料・情報の保管及び廃棄の方法 
十三  研究の資金源等、病院等の研究に係る利益相反及び個人 
の収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 

十四  研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
十五  研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 
の旨及びその内容 

十六  通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、他 
の治療方法等に関する事項 

十七  通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研 
究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

十八  研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継が 
れ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性が 
ある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含 
む。）の取扱い 

十九  侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健 
康被害に対する補償の有無及びその内容 

二十  研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 
象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究の 
ために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性 
がある場合には、その旨と同意を受ける時点において想定さ 
れる内容 

二十一  侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入 
を行うものの場合には、研究対象者の秘密が保全されること 
を前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事す 
る者並びに中央倫理審査委員会が、必要な範囲内において当 
該研究対象者に関する試料・情報を閲覧する旨 

二十二  当該臨床研究への参加は任意であること 
二十三  当該臨床研究の成果により特許権等が生み出される可 
能性があること及び特許権等が生み出された場合のその権利 
等の帰属先 

二十四  ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝情報の開 
示に関する事項 

二十五  ヒトゲノム・遺伝子解析研究の場合は、遺伝子カウン 
セリングの利用に係る情報 

４  研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項第１項又は第 
１０項の規定において、研究対象者等に通知し、又は公開すべ 
き事項は以下のとおりとする。 
一  試料・情報の利用目的及び利用方法（他の機関へ提供され 
る場合はその方法を含む。） 

二  利用し、又は提供する試料・情報の項目 
三  利用する者の範囲 
四  試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 
五  研究対象者又はその代理人の求めに応じて、研究対象者が 

識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停 
止すること。 

六  五の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法 
５  研究者等は、研究対象者等から同意を受ける時点で想定され 

る試料・情報の利用目的等について可能な限り説明した場合で 
あって、その後、利用目的等が新たに特定されたときは、研究 
計画書を作成又は変更した上で、新たに特定された利用目的等 
についての情報を研究対象者等に通知し、又は公開し、研究が 
実施されることについて原則として研究対象者等が同意を撤回 
できる機会を保障すること。 

６  研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めるところにより、 
次の各号に掲げる要件の全てに該当すると判断したときは、研 
究対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる。た 
だし、当該研究を実施した場合には、速やかに、第３項の規定 
による説明事項を記載した文書によりインフォームド・コンセ 
ントの手続を行うこと。 
一  研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じているこ 
と。 

二  介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が 
期待できず、研究の実施により研究対象者の生命の危機が回 
避できる可能性が十分にあると認められること。 

三  研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが 
必要最小限のものであること。 

四  代諾者又は代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることが 
できないこと。 

７  インフォームド・コンセントの手続等の簡略化については、 
次の各号に掲げるとおりとする。 
一  研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者は、次に掲げ 
る要件の全てに該当する研究を実施しようとする場合には、 
病院長等の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、 
第１項及び第２項の規定による手続の一部を簡略化すること 
ができる。 
イ  研究の実施に侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴わないこ 

と。 
ロ  同条第１項及び第２項の規定による手続を簡略化するこ 

とが、研究対象者の不利益とならないこと。 
ハ  第１項及び第２項の規定による手続を簡略化しなけれ 

ば、研究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく損 
ねること。 

ニ  社会的に重要性が高い研究と認められるものであるこ 
と。 

二  研究者等は、前号の規定により第１項及び第２項の規定に 
よる手続が簡略化される場合には、次に掲げるもののうち適 
切な措置を講じなければならない。 
イ  研究対象者等が含まれる集団に対し、試料・情報の収集 

及び利用の目的及び内容（方法を含む。）について広報す 
ること。 

ロ  研究対象者等に対し、速やかに、事後的説明（集団に対 
するものを含む。）を行うこと。 

ハ  長期間にわたって継続的に試料・情報が収集され、又は 
利用される場合には、社会に対し、その実情を当該試料・ 
情報の収集又は利用の目的及び方法を含めて広報し、社会 
に周知されるよう努めること。 

８  研究者等は、研究対象者等から次の各号に掲げるいずれかに 
該当する同意の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当 
該撤回又は拒否の内容に従った措置を講じるとともに、その旨 
を当該研究対象者等に説明すること。ただし、当該措置を講じ 
ることが困難な場合であって、当該措置を講じないことについ 
て中央倫理審査委員会の意見を聴いた上で病院長等が許可した 
ときは、この限りでない。なお、その場合、当該撤回又は拒否 
の内容に従った措置を講じない旨及びその理由について、研究 
者等が研究対象者等に説明し、理解を得るよう努めること。 



一  研究が実施又は継続されることに関して与えた同意の全部 
又は一部の撤回 

二  研究について通知され、又は公開された情報に基づく、当 
該研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対する拒 
否（第１１条第１項第１号 ロ(１)（ⅱ）の拒否を含む。） 

三  第６項の規定によるインフォームド・コンセントの手続に 
おける、研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対 
する拒否 

四  代諾者が同意を与えた研究について、研究対象者からのイ 
ンフォームド・コンセントの手続における、当該研究が実施 
又は継続されることの全部又は一部に対する拒否 

９  被験者が経済上又は医学上の理由等により不利な立場にある 
場合には、特に当該被験者の自由意思の確保に十分配慮するこ 
と。 

１０  海外にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い海外に 
ある者に対し、研究に用いられる試料・情報を提供する場合 
（当該試料・情報の取扱いの全部又は一部を海外にある者に委 
託する場合を含む。）は、当該者が個人情報の保護に関する法 
律施行規則（平成 28 年個人情報保護委員会規則第３号。以下 
「個人情報保護法施行規則」という。）に定められた国にある 
場合若しくは個人情報保護法施行規則に定める基準に適合する 
体制を整備している場合又は法令の規定により試料・情報を提 
供する場合を除き、当該者に対し研究に用いられる試料・情報 
を提供することについて、研究対象者等の適切な同意を受けな 
ければならない。 
また、法令の規定により試料・情報を提供する場合を除き、研 
究者等は、当該試料・情報の提供に関する記録を作成しなけれ 
ばならない。 
研究責任者等は、研究者等が作成した当該記録を当該試料・情 
報の提供をした日から３年を経過した日までの期間保管しなけ 
ればならない。 
ただし、適切な同意を受けることが困難な場合であって次の第 
１号から第３号までのいずれかに該当するときには、当該研究 
に用いられる試料・情報を海外にある者に提供することができ 
る。 
一  当該試料・情報が次に掲げるいずれかに該当していること 
について、試料・情報の提供を行う病院等の長が当該試料・ 
情報の提供について把握できるようにしていること。 
イ  匿名化されているもの（特定の個人を識別することがで 

きないものに限る。）であること。 
ロ  非識別加工情報であること。 
ハ  学術研究の用に供するときその他の当該試料・情報を提 

供することに特段の理由があり、かつ、第４項第１号から 
第４号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して 
いる場合であって、匿名化されているもの（どの研究対象 
者の試料・情報であるかが直ちに判別できないよう、加工 
又は管理されたものに限る。）であること。 

二  第１号に該当しない場合であって、学術研究の用に供する 
ときその他の当該試料・情報を提供することに特段の理由が 
あるときは、次に掲げる要件を満たしていることについて、 
倫理審査委員会の意見を聴いた上で、試料・情報の提供を行 
う病院等の長の許可を得ていること。 
イ  当該研究の実施及び当該試料・情報の海外にある者への 

提供について、第４項第１号から第６号までの事項を研究 
対象者等に通知し、又は公開していること。 

ロ  研究が実施されることについて、原則として、研究対象 
者等が拒否できる機会を保障すること。 

三  第１号又は第２号のいずれにも該当しない場合であって、 
社会的に重要性の高い研究と認められるものであるときにお 
いては、第７項第２号イからハまでのもののうち適切な措置 
を講じることについて、倫理審査委員会の意見を聴いた上 
で、試料・情報の提供を行う病院等の長の許可を得ているこ 

と。 
 
（代諾者等からのインフォームド・コンセント） 
第１１条  代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場 

合、代諾の要件等については、次の各号に定める事項を遵守す 
ること。 
一  研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 
定による手続において代諾者等からインフォームド・コンセ 
ントを受ける場合には、次に掲げる要件がいずれも満たされ 
ていること。 
イ  研究計画書に次に掲げる事項が記載されていること。 

（１）代諾者等の選定方針 
（２）代諾者等への説明事項（ロ（１）又は（２）に該当 
する者を研究対象者とする場合には、（３）に関する説 
明を含む。） 

（３ ）ロ（１）又は（２）に該当する者を研究対象者と 
する場合には、当該者を研究対象者とすることが必要な 
理由 

ロ 研究対象者が次に掲げるいずれかに該当していること。 
（１）未成年者であること。ただし、研究対象者が中学校 

等の課程を修了している又は１６歳以上の未成年者であ 
り、かつ、研究を実施されることに関する十分な判断能 
力を有すると判断される場合であって、次に掲げる事項 
が研究計画書に記載され、当該研究の実施について中央 
倫理審査委員会の意見を聴いた上で病院長等が許可した 
ときは、代諾者ではなく当該研究対象者からインフォー 
ムド・コンセントを受けるものとする。 
（ⅰ）研究の実施に侵襲を伴わない旨 
（ⅱ）研究の目的及び試料・情報の取扱いを含む研究の 
実施についての情報を公開し、当該研究が実施又は継 
続されることについて、研究対象者の親権者又は未成 
年後見人が拒否できる機会を保障する旨 

（２）成年であって、インフォームド・コンセントを与え 
る能力を欠くと客観的に判断される者であること。 

（３）死者であること。ただし、研究を実施されること 
が、その生前における明示的な意思に反している場合を 
除く。 

二  研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 
定による手続において 代諾者等からインフォームド・コン 
セントを受ける場合には、第１号イ（１）の選定方針に従っ 
て代諾者等を選定し、当該代諾者等に対して、前条第３項の 
規定によるほか第１号イ（２）の説明事項を説明すること。 

三  研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 
らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 
対象者が中学校等の課程を修了している又は１６歳以上の未 
成年者であり、かつ、研究を実施されることに関する十分な 
判断能力を有すると判断されるときには、当該研究対象者か 
らもインフォームド・コンセントを受けること。 

２  インフォームド・アセントを得る場合の手続等については、 
次の各号に掲げる事項を遵守する。 
一  研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 
らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 
対象者が研究を実施されることについて自らの意向を表する 
ことができると判断されるときには、インフォームド・アセ 
ントを 得るよう努めること。ただし、前項第３号の規定に 
より研究対象者からインフォームド・コンセントを受けると 
きは、この限りでない。 

二  研究責任者等は、第１号の規定によるインフォームド・ア 
セントの手続を行うことが予測される研究を実施しようとす 
る場合には、あらかじめ研究対象者への説明事項及び説明方 
法を研究計画書に記載すること。 

三  研究者等及び既存試料・情報の提供を行う者は、第１号の 



規定によるインフォームド・ アセントの手続において、研 
究対象者が、研究が実施又は継続されることの全部又は一部 
に対する拒否の意向を表した場合には、その意向を尊重する 
よう努めること。ただし、当該研究を実施又は継続すること 
により研究対象者に直接の健康上の利益が期待され、かつ、 
代諾者がそれに同意するときは、この限りでない。 

３  第１項第１号イ（１）にある代諾者等の選定方針について 
は、次の各号に従うものとする。 
一  研究責任者等は、被験者の家族構成や置かれている状況等 
を勘案して、以下に定める者の中から被験者の意思及び利益 
を代弁できると考えられる者を選定することを基本とし、研 
究計画書に記載すること。なお、被験者の家族構成や置かれ 
ている状況等とは、被験者と代諾者等の生活の実質や精神的 
共同関係からみて、被験者の最善の利益を図ることが可能な 
状況をいう。 
イ  当該被験者の法定代理人であって、被験者の意思及び利 

益を代弁できると考えられる者 
ロ  被験者の配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉妹若し 

くは孫、祖父母、同居の親族又はそれらの近親者に準ずる 
と考えられる者 

二  研究責任者等は、死亡した被験者の家族構成や置かれてい 
た状況、慣習等を勘案して、死亡した被験者の配偶者、成人 
の子、父母、成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖父母、同居の親 
族又はそれらの近親者に準ずると考えられる者の中から被験 
者の生前の意思を代弁できると考えられる者を代諾者として 
選定することを基本とし、研究計画書に記載すること。 

 
（個人情報関係法令等） 
第１２条  個人情報の取扱いについては、独立行政法人等の保有 

する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。 
以下「個人情報保護法」という。）並びに独立行政法人国立病 
院機構の保有する個人情報の保護に関する規程（平成１７年規 
程第４号）、独立行政法人国立病院機構の保有する個人情報の 
開示等の手続に関する規程（平成１７年規程第５号）及び独立 
行政法人国立病院機構個人情報管理要領（平成１７年要領第２ 
号）（以下これらを「個人情報保護関係規程等」という。）の定 
めるところによる。ただし、個人情報保護法及び個人情報保護 
関係規程等に定めのないものについては、倫理指針及び本手順 
書に従うものとする。 

２  個人情報等に係る基本的責務については研究者等及び病院長 
等は次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 
一  研究者等及び病院長等は、個人情報、非識別加工情報の取 
扱いに関しては個人情報保護法、個人情報保護関係規程等及 
び倫理指針を遵守しなければならない。 

二  研究者等及び病院長等は、死者の尊厳及び遺族等の感情に 
鑑み、死者について特定の個人を識別することができる情報 
に関しても、生存する個人に関するものと同様に、次項及び 
次条の規定により適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講 
じなければならず、また、第１４条の規定に準じて適切に対 
応し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

３  適正な取得等については、次の各号に掲げる事項を遵守す 
る。 
一  研究者等は、研究の実施に当たって、偽りその他不正の手 
段により個人情報等を取得してはならない。 

二  研究者等は、原則としてあらかじめ研究対象者等から同意 
を受 けている範囲を超えて、研究の実施に伴って取得され 
た個人情報等を取り扱ってはならない。 

 
（安全管理） 
第１３条  個人情報の適正な取り扱いについては、次の各号に掲 

げる事項を遵守する。 
一  研究者等は、研究の実施に伴って取得された個人情報等で 

あって当該研究者等の所属する病院等が保有しているもの 
（委託して保管する場合を含む。以下「保有する個人情報 
等」という。）について、漏えい、滅失又はき損の防止その 
他の安全管理のため、適切に取り扱わなければならない。 

二  研究責任者等は、研究の実施に際して、保有する個人情報 
等が適切に取り扱われるよう、病院長等と協力しつつ、当該 
情報を取り扱う他の研究者等に対して、必要な指導・管理を 
行わなければならない。 

２  安全管理のための体制整備、監督等については次の各号に掲 
げる事項を遵守する。 
一  病院長等は、保有する個人情報等の漏えい、滅失又はき損 
の防止その他保有する個人情報等の安全管理のため個人情報 
管理者を置く等、必要かつ適切な措置を講じなければならな 
い。 

二  病院長等は、当該病院等において研究の実施に携わる研究 
者等に保有する個人情報等を取り扱わせようとする場合に 
は、その安全管理に必要な体制及び規程を整備するととも 
に、研究者等に対して、保有する個人情報等の安全管理が図 
られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 
（個人情報の開示） 
第１４条  保有する個人情報の開示等については、次の各号に掲 

げる事項を遵守する。 
一  病院長等は、研究対象者等に係る個人情報に関し、第 
１０条の規定により、研究対象者等に説明し、又は個人情報 
の取扱いを含む研究の実施についての情報を研究対象者等に 
通知し、若しくは公開している場合を除き、研究の実施に伴 
って取得された個人情報であって当該病院等が保有している 
もの（委託して保管する場合を含む。以下「保有する個人情 
報」という。）に関し、次に掲げる事項について、当該個人 
情報によって識別される特定の個人（以下「本人」とい 
う。）又はその代理人が容易に知り得る状態（本人又はその 
代理人（以下「本人等」という。）の求めに応じて遅滞なく 
回答する場合を含む。以下同じ。）に置かなければならな 
い。 
イ  病院等の名称及び病院長等の氏名 
ロ 保有する個人情報の利用目的について、研究に用いられ 
る情報 にあっては研究に用いられる旨（他の研究機関へ 
提供される場合には、その旨を含む。）、研究に用いられる 
情報でないものにあってはその用途 

ハ  第２号又は次項第１号、第２号、第３号、若しくは第４ 
号の規定による求め（以下「開示等の求め」という。）に 
応じる手続（次号の規定により手数料の額を定めた場合に 
は、その手数料の額を含む。） 

ニ  保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口 
二 病院長等は、本人等から、保有する個人情報のうちその本 
人を識別することができるものについて、その利用目的の通 
知を求められた場合には、その求めをした本人等（以下「請 
求者」という。）に対し、遅滞なく、これを通知しなければ 
ならない。この場合、病院長等は、その措置の実施に関し、 
実費を勘案して合理的と認められる範囲内で手数料を徴収す 
ることができる。 

三 第１号ロ及び第２号の規定は、次に掲げるいずれかに該す 
る場合には適用しない。 
イ  利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 

対して通知することにより、研究対象者等又は第三者の生 
命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場 
合 

ロ  利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 
対して通知することにより、当該病院等の権利又は正当な 
利益を害するおそれがある場合 

四  病院長等は、第２号の規定による利用目的の通知につい 



て、第３号の規定により通知しない旨の決定をした場合に 
は、請求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら 
ない。また、請求者に対し、その理由を説明し、理解を得る 
よう努めなければならない。 

２  病院長等は、次の各号に掲げる場合には、個人情報保護法及 
び個人情報保護関係規程等に従い対応しなければならない。 
一  本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、開示（保有する個人情報にその 
本人が識別されるものが存在しない場合に、その旨を通知す 
ることを含む。以下同じ。）を求められた場合 

二  本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、その内容が事実でないという理 
由により、当該内容の訂正、追加又は削除を求められた場合 

三  本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 
ことができるものについて、第１２条第２項第１号の規定に 
反して取得されたものであるという理由又は同第３項の規定 
に反して取り扱われているという理由により、該当する個人 
情報の利用の停止又は消去を求められた場合 

四  本人等から、特定の個人を識別することができる試料・情 
報が第１０条の規定に反して他の研究機関（共同研究機関を 
含む。以下同じ。）に提供されているという理由によって、 
当該試料・情報の他の研究機関への提供の停止を求められた 
場合 

 
（利益相反管理） 
第１５条  利益相反の管理については、次の各号に掲げる事項を 

遵守する。 
一  研究者等は、研究を実施するときは、個人の収益等、当該 
研究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究 
責任者等に報告し、透明性を確保するよう適切に対応しなけ 
ればならない。 

二  研究責任者等は、医薬品又は医療機器の有効性又は安全性 
に関する研究等、商業活動に関連し得る研究を実施する場合 
には、当該研究に係る利益相反に関する状況を把握し、研究 
計画書に記載しなければならない。 

三  研究者等は、第２号の規定により研究計画書に記載された 
利益相反に関する状況を、第１０条に規定するインフォーム 
ド・コンセントを受ける手続において研究対象者等に説明し 
なければならない。 

 
（研究に係る試料及び情報等の保管） 
第１６条  研究責任者等は、臨床研究等に係る試料及び情報等を 

保管する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならな 
い。 
一  研究者等は、研究に用いられる情報及び当該情報に係る資 
料（研究に用いられる試料・情報の提供に関する記録を含 
む。以下「情報等」という。）を正確なものにしなければな 
らない。 

二  研究責任者等は、人体から取得された試料及び情報等を保 
管するときは、第３号の規定よる手順書に基づき、研究計画 
書にその方法を記載するとともに、研究者等が情報等を正確 
なものにするよう指導・管理し、人体から取得された試料及 
び情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう必 
要な管理を行わなければならない。 

三  病院長等は、人体から取得された試料及び情報等の保管に 
関する手順書を作成し、当該手順書に従って、当該病院等が 
実施する研究に係る人体から取得された試料及び情報等が適 
切に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。 

四  研究責任者等は、第３号の規定による手順書に従って、第 
２号の規定による管理の状況について病院長等へ報告しなけ 
ればならない。 

五  病院長等は、当該病院等の情報等について、可能な限り長 

期間保管されるよう努めなければならず、侵襲（軽微な侵襲 
を除く。）を伴う研究であって介入を行うものを実施する場 
合には、少なくとも、当該研究の終了について報告された日 
から５年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表につ 
いて報告された日から３年を経過した日のいずれか遅い日ま 
での期間、適切に保管されるよう必要な監督を行わなければ 
ならない。また、匿名化された情報について、当該病院等が 
対応表を保有する場合には、対応表の保管についても同様と 
する。また、試料・情報の提供に関する記録について、試 
料・情報を提供する場合は提供をした日から３年を経過した 
日までの期間、試料・情報の提供を受ける場合は当該研究の 
終了について報告された日から５年を経過した日までの期 
間、適切に保管されるよう必要な監督を行わなければならな 
い。なお、試料・情報の提供に関する記録作成及び保管につ 
いての具体的な方法は、研究責任者等が研究計画書等により 
個別研究毎に決め、病院長等に許可を得ること。 

六  病院長等は、人体から取得された試料及び情報等を廃棄す 
る場合には、特定の個人を識別することができないようにす 
るための適切な措置が講じられるよう必要な監督を行わなけ 
ればならない。 

 
（モニタリング及び監査） 
第１７条  侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究 

に係るモニタリング及び監査を実施する場合には、次の各号に 
掲げる事項を遵守しなければならない。 
一  研究責任者等は、研究の信頼性の確保に努めなければなら 
ず、病院長等の許可を受けた研究計画書に定めるところによ 
り、モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければな 
らない 

二  研究責任者等は、病院長等の許可を受けた研究計画書に定 
めるところにより適切にモニタリング及び監査が行われるよ 
う、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対し 
て必要な指導・管理を行わなければならない。 

三  研究責任者等は、監査の対象となる研究の実施に携わる者 
及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはな 
らない。 

四  モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を 
研究責任者等に報告しなければならない。また、監査に従事 
する者は、当該監査の結果を研究責任者等及び病院長等に報 
告しなければならない。 

五  モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は、その 
業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 
その業務に従事しなくなった後も同様とする。 

六  病院長等は、第１号の規定によるモニタリング及び監査の 
実施に協力するとともに、当該実施に必要な措置を講じなけ 
ればならない。 

 
（改正） 
第１８条  この手順書の改正を必要とする場合には、中央倫理審 
査委員会で審議し、理事長が改正を行う。 

 
附 則 
（施行期日） 
この手順書は、平成２３年１１月２１日から施行する。 
この手順書は、平成２６年１月２２日に一部改正する。 
この手順書は、平成２７年４月１日に一部改正する。 
この手順書は、平成２９年６月５日に一部改正する。 
 
注１：非識別加工情報 
①「非識別加工情報」と「匿名化された情報」の違いについて 

「非識別加工情報」は「独立行政法人等の保有する個人情報の 
保護に関する法律」に定める非識別加工基準を満たすように、 



個人情報を加工したものである。一方「匿名化された情報」は 
倫理指針の規定に沿って特定の個人を識別することができる記 
述等の全部又は一部を削除したもの（特定の個人を識別するこ 
とができるもの又はできないものが含まれ得る）である。 

②「非識別加工情報」と「匿名加工情報」の違いについて 
「非識別加工情報」は「独立行政法人等の保有する個人情報の 
保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護 
に関する法律」に定義されたものであり、「匿名加工情報」は 
「個人情報の保護に関する法律」に定義されたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



独立行政法人国立病院機構における臨床研究中央倫理審査 

委員会に係る対応表の取扱いの手引き
 

（目的） 
第１条  本手引きは、独立行政法人国立病院機構臨床研究中央 
倫理審査委員会が承認した臨床研究実施計画書に基づいて実 
施される臨床研究において、対応表※注１を使用する際の必 
要な手順等を定めたものである。 

 
（病院の院長の責務） 
第２条  病院の院長（本部の場合は理事長）は、対応表を管理 
する責任者を取り決め、当該者が適切に対応表を管理するよ 
う必要な管理・監督を行わなければならない。 

 
（対応表を管理する者の責務） 
第３条  対応表を管理する者は、対応表に記載されている情報 
の漏えい、混交、盗難及び紛失等が起こらないよう適切に管 
理しなければならない。 

 
（他の研究機関からの照会等への対応） 
第４条  研究者等は、他の研究機関等から対応表に関する問い 
合わせ等を受けた場合、合理的な理由なくその情報を提供し 
てはならない。 

２  研究者等は、研究の遂行等の理由で他の研究機関等へ対応 
表に記載されている情報を提供する必要がある場合は、個人 
情報を取り除き提供を行う。ただし、研究対象者等の同意が 
ある場合その他特段の理由がある場合はこの限りではない。 

 
（廃棄等） 
第５条  研究者等は、当該研究の終了等で保有している対応表 
が不要となった場合には、対応表を管理する者の指示に従 
い、適切な方法で当該対応表の廃棄を行う。 

 
（その他） 
第６条  その他、対応表を管理する者が必要と認める措置につ 
いては、適宜講じること。 

 
（施行期日） 
本手引きは、平成２９年６月５日から施行する。 
注１：対応表（人を対象とする医学系研究に関する倫理指針第 
２(２５)）匿名化された情報から、必要な場合に研究対象者 
を識別することができるよう、当該研究対象者と匿名化の際 
に置き換えられた記述等とを照合することができるようにす 
る表その他これに類するものをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成１６年１０月１日規程第６１号 

独立行政法人国立病院機構臨床研究等倫理規程 

 
（目的） 
第１条  本規程は、独立行政法人国立病院機構（以下「国立病 
院機構」という。）における臨床研究等の適正な推進を目的 
として定める。 

 
（定義） 
第２条  この規程における各用語の意義は、次の各号に定める 
ものを除き、関係法令等及び各種倫理指針に定めるところに 
よる。 
一  各種倫理指針対象研究 「人を対象とする医学系研究に 

関する倫理指針」（平成 ２６年文部科学省・厚生労働省告 
示第３号）、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指 
針」（平成１６年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告 
示第１号）及びその他これらに類する国が定める指針（以 
下「各種倫理指針」という。）が適用される医学系研究を 
いう。 

二  本部受託研究 国立病院機構本部（以下「本部」とい 
う。）が国及びそれに準じる機関以外の者（以下「依頼 
者」という。）から委託を受けて、国立病院機構として行 
う次に掲げる研究で、これに要する経費を依頼者が負担す 
るものをいう。 
イ  使用成績調査 
ロ  特定使用成績調査 
ハ  副作用・感染症症例調査 

三  職員 国立病院機構において研究業務に従事するすべて 
の者をいい、研修生等を含む。ただし、業務委託先の企業 
の職員及び人材派遣会社からの派遣社員は除く。 

四  研究代表者 国立病院機構において実施する臨床研究課 
題において、当該臨床研究等に係る業務を統括する職員を 
いう。 

五  研究責任者 各病院（本部を含む。以下同じ。）に所属 
し、国立病院機構において実施する臨床研究課題におい 
て、当該臨床研究等に係る所属する病院内における業務を 
統括する職員をいう。 

 
（原則） 
第３条  職員が臨床研究等を行う場合には、各種倫理指針、そ 
の他関連する法令等がある場合には当該法令等及び本規程の 
定めるところにより、倫理上の問題点を整理し、解決した上 
でなければ、実施してはならない。 

 
（各種倫理指針の遵守） 
第４条  職員が臨床研究等を行う場合には、各種倫理指針及び 
その他関連する法令等がある場合には当該法令等を誠実に遵 
守し、個人の尊厳と人権の尊重に最大限の注意を払い、社会 
の理解と協力を得て、臨床研究等を実施しなければならい。 

 
（各種倫理指針対象研究実施に係る権限の委任） 
第４条の２  理事長は、各種倫理指針対象研究実施に係る権限 
を、病院の院長に委任するものとする。ただし本部に所属す 
る研究代表者及び研究責任者（以下「研究責任者等」とい 
う。）に係る各種倫理指針対象研究実施に関する権限はく。 

 
（各種倫理指針対象研究実施の申請等） 
第５条  研究責任者等は、各種倫理指針対象研究を実施し、又 
は継続するに当たり、所属する各病院の院長に申請を行い、 

院長の許可を得た後でなければ、実施してはならない。な 
お、本部に所属する研究責任者等は、理事長に申請を行い、 
許可を得るものとする。 

 
（倫理審査委員会の設置） 
第６条  各種倫理指針対象研究を実施する病院の院長（本部の 
場合は理事長とする。以下同じ。）は、各種倫理指針の定め 
るところにより、倫理審査委員会を設置しなければならな 
い。 

 
（院長による許可） 
第７条  各種倫理指針対象研究を実施する病院の院長は、第５ 
条により研究責任者等から実施又は継続の許可を求められた 
場合には、当該各種倫理指針対象研究の実施の適否、その他 
の臨床研究に関し必要な事項について、各種倫理指針により 
前条に定める倫理審査委員会、本部に設置する臨床研究中央 
倫理審査委員会（以下「中央倫理審査委員会」という。）又 
は適切な倫理審査委員会の何れかを選択した上で審査を依頼 
しなければならない。 

２  各種倫理指針対象研究を実施する病院の院長は、前項によ 
り選択した倫理審査委員会の審査の結果を尊重し、当該病院 
（本部の場合は、本部とする。）における各種倫理指針対象 
研究の実施、継続の許可若しくは不許可又はその他各種倫理 
指針対象研究に関し必要な事項を決定しなければならない。 
この場合において、当該病院の院長は、当該倫理審査委員会 
が実施又は継続が適当でない旨の意見を述べた各種倫理指針 
対象研究については、その実施又は継続を許可してはならな 
い。また、研究責任者等は、当該研究責任者等が所属する病 
院の院長の許可を得た後でなければ、当該各種倫理指針対象 
研究を実施してはならない。 

 
（本部受託研究） 
第８条  本部が受託研究の依頼を受けた場合には、理事長は、 
国立病院機構の全部又は一部の病院に対して、当該本部受託 
研究を実施する職員を募集することができる。 
また、当該課題に応募する職員（当該本部受託研究の研究責 
任者）は、所属する病院の院長の了承を得た上で、応募しな 
ければならない。 

２  理事長は、本部受託研究を実施又は継続する場合には、中 
央倫理審査委員会に当該研究の実施又は継続の適否の審査を 
依頼するものとする。 

３  理事長は、中央倫理審査委員会の審査の結果に従い、当該 
研究の実施又は継続の許可若しくは不許可を決定する。 

 
（中央倫理審査委員会） 
第９条  中央倫理審査委員会に関する必要な事項については、 
各種倫理指針の定めるところに従い、別に定める。 

 
附 則 
（施行期日） 
この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。 
 
附 則（平成１７年規程第２０号） 
（施行期日） 
この規程は、平成１７年４月２７日から施行する。 
 



附 則（平成１７年規程第２７号） 
（施行期日） 
この規程は、平成１７年９月５日から施行する。 
 
附 則（平成２３年規程第１７号） 
（施行期日） 
この規程は、平成２３年１１月２１日から施行する。 
 
附 則（平成２４年規程第２９号） 
（施行期日） 
この規程は、平成２４年１１月２９日から施行する。 
 
附 則（平成２７年規程第３８号） 
（施行期日） 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構臨床研究中央倫理審査委員会に係る 

臨床研究等において発生した重篤な有害事象及び 

不具合等に関する手順書 
 
（目的） 
第１条  この手順書は、独立行政法人国立病院機構臨床研究等 
倫理規程（平成１６年規程第６１号。以下「規程」とい 
う。）に従って実施される｢人を対象とする医学系研究に関す 
る倫理指針｣（平成２６年文部科学省・厚生労働省告示第３ 
号）が適用される臨床研究のうち独立行政法人国立病院機構 
臨床研究中央倫理審査委員会（以下「中央倫理審査委員会」 
という。）で審査を行うものに係る重篤な有害事象及び不具 
合等（以下「重篤な有害事象等」という。）に対して研究者 
等が実施すべき事項等を定める。 

 
（用語の定義） 
第２条  この手順書における各種用語の定義は、次の各号に定 
めるものを除き、規程及び人を対象とする医学系研究に関す 
る倫理指針の定めるところによる。 
一  有害事象 臨床研究の開始後に起こったあらゆる好まし 

くない若しくは意図しない徴候（臨床検査値の異常変動も 
含む。）、症状又は病気のことであり、当該研究による治療 
との関連性は問わない。研究期間中に既存の疾患（併存症 
などを指し、原病は含まない。）が憎悪した場合も含む。 

二  不具合 医療機器について設計、製造販売、流通又は使 
用の段階を問わず、破損、作動不良等広く具合の良くない 
ために、健康被害が発生したものを指す（健康被害が発生 
していないが発生するおそれのあるものは含まない。）。 

三  重篤な有害事象等 原則として、以下のいずれかに該当 
する有害事象及び不具合等を指す。ただし、病勢の進行又 
は新病変の出現による場合は、重篤な有害事象等として取 
り扱わないものとするが、明確に判断できない場合は、こ 
の限りではない。なお、当該研究の研究計画書に別の定め 
のある場合は、研究計画書の規定を用いる。 
イ  死亡 

（１）プロトコール治療中の死亡で、プロトコール治療 
との因果関係の有無は問わないあらゆる死亡 

（２）プロトコール治療終了後の死亡でプロトコール治 
療との因果関係が否定できない死亡（ただし、明らか 
な原病死は該当しない。） 

ロ  生命を脅かすもの 
ハ  治療のための入院又は入院期間の延長が必要とされる 

場合（ただし、遠隔地から受診する被験者の負担を軽減 
する目的の入院及び事前に計画された入院は重篤な有害 
事象とは取り扱わないこととする。） 

ニ  永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 
ホ  後世代における先天性の疾病又は異常 

四  予期しない 研究に適用可能な情報（当該研究に使用す 
る薬剤の添付文書、当該治療の副作用の学会報告、研究計 
画書等）とその性質又は重症度が一致しないもの。また、 
既知であっても、その特殊性や重篤度が今までに知られて 
いない場合は、予期しないとみなす。 

五  副作用 有害事象のうち、臨床研究による治療と有害事 
象との間の因果関係について、少なくとも合理的な可能性 
があり、因果関係を否定できない反応を指す。なお、因果 
関係の判断については、以下を参考とするものとする。 
イ  因果関係が否定できないと考えられる場合 

（１）有害事象が臨床研究による治療により発現した可 
能性がある場合、すなわち他の理由による可能性がほ 
とんどない場合、あるいは時間的な関連性が示唆され 

る場合 
（２）有害事象が他の理由により合理的な説明が成り立 
たない場合、あるいは時間的な関連性が高く示唆され 
る場合 

（３）有害事象が臨床研究による治療により発現した可 
能性がある場合、すなわち他の理由が確実でない場合 
や時間的な関連性が妥当であることなどから、因果関 
係を除外することができない場合 

ロ  因果関係が否定できると考えられる場合 
（１）臨床研究による治療以外の要因により明瞭な説明 
ができるもの（例えば、手術部位からの機械的な出 
血） 

（２）その有害事象と臨床研究による治療との間に時間 
的関連性の面で妥当性のないもの 

（３）起こり得ないもの（例えば、少なくとも臨床試験 
薬の薬理作用からは絶対に起こり得ないと判断される 
もの） 

 
（研究代表者及び研究責任者の責務等） 
第３条  研究代表者及び研究責任者（以下「研究責任者等」と 
いう。）は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象 
等の発生を知ったときは、次の各号に定める対応を行わなけ 
ればならない。 
一  直ちにその旨を別に定める様式（重篤な有害事象等に関 

する報告書）により病院の院長（本部の場合は、理事長と 
する。以下「病院長等」という。）通知すること。 

二  他の病院（本部、独立行政法人国立病院機構以外の研究 
機関を含む。以下病院等という。）と共同で実施する侵襲 
を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発生を知った 
場合には、当該他の病院等の研究責任者に対し、臨床研究 
に関連する重篤な有害事象等を報告すること（研究専用の 
ウェブサイト上に掲載し、又はメールなどにより他の病院 
等の研究責任者等が臨床研究に関連する重篤な有害事象等 
を確認できる方法を利用しても良い。）。 

２  前項第１号の通知の際に留意すべき事項は、次の各号のと 
おりとする。 
一  報告書には、重篤な有害事象等の詳細、報告者の医学的 

判断（因果関係、重篤性、予測性等の判断）及び医学的考 
察（報告者の意見及び今後の対応）を記載する。 

二  報告書提出後に報告すべき追加情報が得られた場合も、 
様式（重篤な有害事象等に関する報告書）により同様に報 
告する。この際、転帰が変更になる場合は、変更後の情報 
を記載し、それまでの情報は経過に含めて記載する。 

 
（重篤な有害事象等への病院長等の対応） 
第４条  病院長等は、侵襲を伴う研究を実施しようとする場合 
には、この手順書に従って適正かつ円滑に対応が行われるよ 
う必要な措置を講じなければならない。 

２  病院長等は、前条第１項第１号の規定により研究責任者等 
から臨床研究に関連する通知がなされた場合には、この手順 
書に従って速やかに必要な対応を行うとともに、当該重篤な 
有害事象等について中央倫理審査委員会に報告し、その意見 
を聴き、当該病院における必要な措置を講じるものとする。 
また、当該臨床研究を他の病院等と共同して行っている場合 
には、当該重篤な有害事象等について、共同病院等への周知 
等を行うものとする。 



３  前項の中央倫理審査委員会への報告については、中央倫理 
審査委員会事務局に、持参、メール又はＦＡＸで提出するも 
のとする。ただし、緊急を要する内容の場合は、速やかに口 
頭で連絡し、報告書の提出は後日でも差し支えないものとす 
る。 

４  第１項の周知等については、研究専用のウェブサイト上に 
掲載し、又はメールなどにより行うものとする。 

５  研究代表者は、病院長等より報告に対する措置として、研 
究計画書や説明・同意文書の変更を求められた場合は、速や 
かに変更を行い、変更申請を行うものとする。 

６  研究代表者は、病院長等より報告に対する措置として、再 
同意の取得や説明の記録を求められた場合は、関係者に周知 
の上、被験者への説明を適切に行うものとする。 

 
（厚生労働大臣等への報告） 
第５条  病院長等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究 
であって介入を行うものの実施において予測できない重篤な 
有害事象が発生し、当該研究との直接の因果関係が否定でき 
ない場合には、前条の対応の状況・結果を公表し、厚生労働 
大臣又はその委託を受けた者に逐次人を対象とする医学系研 
究に関する倫理指針の定める様式により報告するものとす 
る。なお、当該報告については、研究代表者が設置した事務 
局が病院長等と連携して行うものとする。 

 
（改正） 
第６条  この手順書の改正を必要とする場合には、中央倫理審 
査委員会で審議し、理事長が改正を行う。 

 
附 則 
（施行期日） 
この手順書は、平成２３年１１月２１日から施行する。 
この手順書は、平成２７年４月１日に一部改正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



独立行政法人国立病院機構臨床研究 

中央倫理審査委員会手順書 
 
（目的） 
第１条 この手順書は、「独立行政法人国立病院機構臨床研究 
中央倫理審査委員会設置規程」に基づき、独立行政法人国立 
病院機構臨床研究中央倫理審査委員会（以下「委員会」とい 
う。）の運営に関する手続及び記録の保存方法等を定める。 

 
（用語の定義） 
第２条 この手順書における各種用語の定義は「独立行政法人 
国立病院機構臨床研究等倫理規程」の定めるところによる。 

 
（構成） 
第３条 委員会は、理事長が指名する次の各号に掲げる者をも 
って構成し、外部委員及び男女両性の委員を含むものとす 
る。 
一 自然科学の有識者：６名 
二 人文、社会科学の有識者：３名 
三 一般の立場を代表する者：１名 

２ 「外部委員」とは、独立行政法人国立病院機構に所属する 
職員以外の者をいい、外部委員の半数以上は人文、社会科学 
の有識者又は一般の立場を代表する者でなければならない。 

３ 外部委員は複数名おくこと。 
４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に 
欠員が生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残 
任期間とする。 

５ 委員長は理事長が指名する。 
６ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する 
委員がその職務を代行する。 

 
（事務局） 
第４条 事務局は、次の業務を行うものとする。 
一 委員会の開催準備 
二 審査結果通知書の作成及び院長への提出 
三 議事要旨、研究計画、委員会が作成する資料等の保存 
四 その他委員会に関する業務の円滑化を図るために必要な 

事務及び支援 
 
（業務） 
第５条 委員会は、臨床研究等の適正な実施が図られるよう審 
査し、記録を作成する。 

２ 委員会は、院長に対して委員会が臨床研究の実施を承認 
し、これに基づく院長の指示及び決定が文書により通知され 
るまで被験者を臨床研究等に参加させないように求めるもの 
とする。 

３ 委員会は、被験者の死亡その他臨床研究等の実施に際して 
生じた重大な事態及び臨床研究等の実施に影響を及ぼすおそ 
れがある情報について検討し、当該研究の継続の適否を審査 
する。また、個人情報の予期せぬ漏洩等の提供者等の人権保 
護の観点から重大な懸念が生じた場合にも、当該研究の継続 
の適否を審査する。 

４ 委員会は、実施中の各臨床研究等について、進行状況を随 
時把握し、被験者に対する危険の程度に応じて、少なくとも 
１年に１回（年度当初）の頻度で臨床研究等が倫理指針に適 
合し、適切に実施されているか否かを継続的に審査し、臨床 
研究の終了、中止又は中断を確認する。なお、必要に応じて 
臨床研究等の実施状況について調査し、必要な場合には、文 
書をもって院長に意見具申を行う。 

５ 委員会の開催に当たっては、事務局から、原則として開催 
日の１週間前までに、委員長及び委員に対し文書で通知する 

ものとする。 
６ 委員長が特に必要と認める場合には、委員以外に特別の分 
野の専門家（以下「参考人」という。）を委員会に出席させ 
て意見を聞くことができる。 

７ 委員会は、審査及び採決に参加した委員名簿に関する記録 
ならびに審査経過の記録を作成し、保存するものとする。 

８ 委員会は、審査終了後速やかに、審査の経過及び結果を文 
書により院長に報告する。 

９ 委員会は、研究利益相反審査委員会から臨床研究等の利益 
相反に関する審査結果の報告を受け、申請者の臨床研究等の 
実施について利益相反を含めて総合的に判断し当該研究の承 
認、継続の適否を審査する。 

１０ 委員会の名簿、開催状況、委員の出席状況、会議の記 
録、概要及び審査時間その他必要事項について年１回厚生労 
働大臣等に報告する。 

 
（審査の申請等） 
第６条 各病院において委員会で審査を行うべき臨床研究等の 
実施を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、 
別に定める申請書に必要事項を記入し、院長に提出しなけれ 
ばならない。 

２ 申請者は、委員長から申請内容について説明または資料の 
要求があった場合には、文書で説明するか、資料を提出しな 
ければならない。 

３ 院長は、申請書の提出があったときは、申請内容の適否そ 
の他の事項について委員会に意見を求めるものとする。 

４ 院長は、前項の規定にかかわらず、職員から申請がなされ 
ていない臨床研究及び医療行為であっても、必要と認めたと 
きは委員会に意見を求めることができる。 

 
（審査・採決） 
第７条 委員会は、院長から意見を求められた申請内容の適否 
その他の事項について審査及び採決する。 

２ 審査及び採決は、委員の２分の１以上が参加し、うち人 
文、社会科学の有識者又は一般の立場を代表する者である委 
員のどちらか少なくとも１名が参加していることもって成立 
するものとする。委員会の参加は、委員会の開催場に出席す 
ることを原則とするが、諸事情により開催場に出席できない 
場合においては、映像と音声の送受信により委員会の進行状 
態を確認しながら通話する方法によって参加することができ 
る。 

３ 委員会は、審査に当たって、必要に応じて申請者の出席を 
求め、申請内容に係る研究計画（以下「研究計画」とい 
う。）の説明を受けるものとする。ただし、申請者は委員会 
の審査及び採決には参加できないものとする。また、委員会 
が必要と認める場合には、参考人の出席を求め、その意見を 
聴取することができる。 

４ 採決に当たっては、審査に参加した委員のみが採決に参加 
できることとし、参加委員全員の合意を原則とする。 

５ 審査対象となる臨床研究等に関与する者は、委員会に対し 
その関与する臨床研究等について情報を提供できるが、当該 
臨床研究等に関する事項の審査及び採決への参加はできない 
ものとする。 

６ 委員会の審査結果は次の各号のいずれかとする。 
一 承認 
二 条件付承認 
三 却下 
四 既に承認した事項を取消（研究の中止又は中断を含 



む。） 
五 継続審議 

７ 申請者は、委員会の決定に対して不服のある場合は院長に 
対して異議申立てをすることができる。院長は異議申し立て 
があったときは、委員会に再度審議を求める。委員会は再審 
議を行って答申し、答申に基づき院長が決定する。 

 
（迅速審査） 
第８条 委員会は、次項に定める手続きにより迅速審査を行う 
ことができる。迅速審査の対象は、次の各号のとおりとす 
る。 
一 研究計画の軽微な変更の審査 
二 既に委員会において承認されている研究計画を、他の共 

同臨床研究機関が実施しようとする場合の臨床研究計画の 
審査 

三 被験者に対して最小限の危険を超える危険を含まない臨 
床研究計画の審査 

四 その他、既に委員会において研究の開始が承認されてい 
る研究計画に係る次表に定める事項の審査 
１ 研究責任者の新規参加に係わる審査 
２ 研究責任者の変更に係わる審査 
３ 受託研究における依頼者との契約内容の軽微な変更に 
係わる審査 

２ 迅速審査は各委員の稟議により行い、第７条第６項に従っ 
て判定し、院長に審査結果を報告する。なお、報告後に委員 
より通常審査の必要性を求められた場合又は委員の合意が得 
られなかった場合には、委員長は、委員会を開催し、再審査 
を行う。 

 
（記録の保存） 
第９条 委員会における次の各号に掲げる記録の保存責任者は 
事務局とする。 
一 当該手順書 
二 委員会委員名簿 
三 委員会委員の職業及び所属のリスト 
四 委員会において審議・報告となった資料及び委員会に提 

出されたその他の資料 
五 会議の議事要旨（審査及び採決に参加した委員会委員名 

簿を含む。） 
六 書簡等の記録 
七 その他必要と認めたもの 

２ 前項に掲げる記録の保存期間は５年とする。 
 
（情報の公開） 
第１０条 委員会の手順書、委員名簿並びに会議の記録の概要 
を公開するものとする。 

 
（委員の責務） 
第１１条 委員会の委員は、審査を行う上で知り得た情報を法 
令又は裁判所の命令に基づく場合等正当な理由なしに漏らし 
てはならない。また、委員を退いた後も同様とする。 

 
（雑則） 
第１２条 理事長は、この規程に定める他、この手順書の実施 
に当たって必要な事項を、委員会の意見を聞いて定めること 
ができる。 

 
（改正） 
第１３条 この手順書の改正を必要とする場合には、委員会で 
審議し、理事長が改正を行う。 

 
 

附 則 
（施行期日） 
この規程は、平成１６年６月１日から施行する。 
この規程は、平成１７年１１月９日に一部改正し、手順書とす 
る。 
この手順書は、平成１８年３月２４日に一部改正する。 
この手順書は、平成２１年４月１日に一部改正する。 
この手順書は、平成２３年１１月２１日に一部改正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター  

受託研究取扱規程 
 
（通則） 
第１条 独立行政法人 国立病院機構小倉医療センターにおけ 
る国及びそれに準ずる機関以外の者（以下「依頼者」とい 
う。）から委託を受けて行う研究（以下「受託研究」とい 
う。）の取扱いについては、この規程の定めるところによ 
る。 

 
（研究委託の申請） 
第２条 院長は、依頼者に、当該研究に関して希望する契約締 
結日の原則として３ヶ月前までに、治験依頼書または研究委 
託申込書を提出させるものとする。なお、事務的に取扱いが 
可能な場合は、これを過ぎても受け付けることができるもの 
とする。 

２ 研究委託の申込みに当たっては、研究の目的が医薬品、医 
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に 
基づく医薬品、医療用具の承認申請等に該当する場合には、 
次のいずれに該当するかを明確にするものとする。 
（１）製造販売承認申請 
（２）製造販売承認事項一部変更承認申請 
（３）再審査申請 

①製造販売後臨床試験 
②使用成績調査 
③特定使用成績調査 

（４）再評価申請 
①製造販売後臨床試験 
②特定使用成績調査 

（５）副作用・感染症症例調査 
（６）その他 

３ 委託の申請があった研究が治験又は製造販売後臨床試験 
（以下「治験等」という。）に関するものである場合には、 
次の（１）から（３）のいずれに該当するかを明らかにする 
ものとする。   
（１）治験等の計画に関する研究 
治験等の計画に関する研究には、次の事項が含まれる。 
①治験責任医師に予定される医師による治験実施計画案の 

検討 
②治験責任医師に予定される医師による説明文書の作成 
③治験責任医師等の治験計画に関する研究会への参加、協 
 議 

（２）治験等の実施に関する研究 
治験等の実施に関する研究には、次の事項が含まれる。 
①治験についての被験者への説明と同意の取得 
②被験者への治験の実施 
③治験に係る症例報告書の作成 
④治験の実施又は治験結果に関する研究会への参加、協議 
⑤治験に関する記録の保存 
⑥治験実施計画書等に記載されている計画等で示されてい 
るモニタリング・監査以外で、必要性が生じたために実 
施されるモニタリング・監査 

（３）治験等の実施後の継続研究 
治験等の実施後の継続研究には、次の事項が含まれる。 
①治験結果に関する研究会への参加、協議 
②治験に関する記録の保存 
③治験実施計画書等に記載されている計画等で示されてい 
るモニタリング・監査以外で、必要性が生じたために実 
施されるモニタリング・監査 

 
 

（ＧＣＰ省令の遵守） 
第３条 院長は、申請のあった研究が医薬品、医療機器等の品 
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する治験 
等に該当する場合には、「医薬品の臨床試験の実施の基準に 
関する省令」（平成９年３月２７日厚生省令第２８号。以下 
「ＧＣＰ省令」という。）に適合する取扱いをするものとす 
る。 

２ 院長は、受託研究として治験等を行うため、当該治験等に 
係る業務に関する手順書をＧＣＰ省令に測って作成する。 

     
（受託の決定等） 
第４条 申請のあった研究の受託の決定は院長が行うものとす 
る。ただし、決定に当たっては、あらかじめ次条に規定する 
受託研究審査委員会又は治験審査委員会（以下「委員会」と 
いう。）の意見を聴かなければならない。 

２ 院長は、病院の業務に関連のない研究、他の職務に支障を 
及ぼすおそれがあると判断される研究等受託することが適当 
でないと認められるものについては、受託することができな 
い。 

３ 院長は、当該研究の受託の承認又は不承認を依頼者に通知 
するとともに、受託を承認したときは、その内容を経理責任 
者に伝達しなければならない。 

４ 院長は、受託した治験等について、重篤で予測できない有 
害事象等について依頼者から通知を受けた場合、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、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、被験者に対する説明文書 
を改訂した旨治験責任医師から報告を受けた場合、依頼者か 
ら治験責任医師を通じて治験実施計画書につき重大な変更を 
行いたい旨の申請があった場合、その他必要があると認めた 
場合には、治験等の継続又は変更の適否について委員会の意 
見を求め、その意見に基づいて治験等の継続又は変更の可否 
を決定し、依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。 

 
（委員会） 
第５条 受託研究の円滑な実施を図るため、院内に委員会を置 
くものとする。 

２ 治験等に関する研究以外の研究を受託研究として行う場 
合、受託研究審査委員会は、次の事項について調査審議する 
ものとする。 
（１）研究の目的、内容及び条件 
（２）研究結果の報告方法 
（３）その他必要事項 

３ 治験等に関する研究を受託研究として行う場合、治験審査 
委員会はＧＣＰ省令の規定に基づいて調査審議するものと 
し、治験審査委員会の調査審議をもって受託研究審査委員会 
の調査審議に代えるものとする。 

４ 院長は、原則として副院長を委員会の委員長に指名する。 
５ 委員会は、院長が指名する者をもって構成するものとす 
る。ただし、委員長が特に必要と認める場合には、委員会に 
おいて委員以外の職員又は有識者の意見を聴くことができ 
る。  

６ 委員会は、必要に応じて委員長が召集するものとする。 
７ 委員会は、原則として月１回開催する。委員長は院長が治 
験依頼者から治験を依頼された場合、その他必要な場合、委 
員を招集し、委員会を開催する。 

８ 委員会の円滑な実施を図るため、院長は委員会事務局を臨 
床研究部に設置する。 



（契約の条件） 
第６条 経理責任者は、第４条第３項の規定に基づく伝達を受 
け、依頼者と研究の受託に関する契約を締結するときは、次 
に揚げる条件を付さなければならない。 
（１）依頼者は、受託研究に要する経費のうち、受託研究の 

適正な実施に必要な事務的経費等（以下「研究費」とい 
う。）については、請求書に定めた期限までに納付するこ 
と。また、治験に係る保険外併用療養費の支給対象外の経 
費（以下「支給対象外経費」という。）については、研究 
費とは別に診療月の翌月毎にその全額を請求書をもって依 
頼者に請求すること。 

（２）研究費により取得した物品等は、当該研究終了後も依 
頼者に返還しないこと。 

（３）受託研究に随伴して生じた発明に係る特許を受ける権 
利は、研究担当者が取得するものとし、当該権利又は当該 
権利に基づく特許権は独立行政法人国立病院機構が承継す 
るものであること。また、実用新案その他の知的所有権の 
対象となるものについても同様とすること。 

（４）やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその 
期間を延長する場合、独立行政法人国立病院機構はその責 
を負わないこと。 

２ 研究費が請求書に定めた期限までに納入されなかった場合 
は、契約は解除するものとし、すみやかに所要の手続きをと 
ること。 

３ 契約書は、二者契約の場合、正本を２通作成し、施設が１ 
通所持すること。三者契約の場合は契約者数に応じて、作成 
する正本の数を追加すること。 

 
（特許権等の取扱い） 
第７条 前条第三号の規定により独立行政法人国立病院機構が 
継承した特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権につ 
いて、依頼者又は依頼者の指定する者（以下「依頼者等」と 
いう。）がその実施を希望する場合には、あらかじめ院長の 
承認を受けるものとする。 

２ 院長は、前項の規定により実施を承認した期間内にあって 
は、依頼者等以外の者に対して当該特許等の実施を許諾しな 
いものとする。ただし、依頼者等以外の者が当該特許権等の 
実施を行えないことが公共の利益を著しく損なうと認められ 
るときは、院長は、依頼者等以外の者に対して当該特許権等 
の実施を許諾することができる。 

３ 前条第三号の規定にかかわらず、独立行政法人国立病院機 
構職務発明等規程（平成１６年４月１日規程第３９号）に基 
づき、院長が、特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許 
権の一部又は全部を研究担当者に帰属させようとする場合に 
は、あらかじめ依頼者の同意を得るとともに契約書にその旨 
を記載する。 

４ 前三項の規定は、次の権利について準用する。 
（１）実用新案権及び実用新案登録を受ける権利 
（２）意匠権及び意匠登録を受ける権利 
（３）半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年 

法律第４３号）に規定する回路配置利用権及び回路配置利 
用権の設定を受ける権利 

（４）種苗法（昭和２２年法律第１１５号）第１２条の５第 
１項各号に揚げる行為をする権利及び同法第１１条に規定 
する品種登録を受ける権利 

（５）著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第 
１０号の２のプログラムの著作物又は同項第１０号の３の 
データベースの著作物であって、院長及び依頼者が特に指 
定するものに係る同法第２１条から第２８条までに規定す 
る権利 

（６）第一号から前号までに揚げる権利の対象とならない技 
術・情報のうち秘匿することが可能で、かつ、財産的価値 

があるものであって、院長及び依頼者が特に指定するもの 
を使用する権利 

５ 独立行政法人国立病院機構は、研究交流促進法（昭和６１ 
年法律第５７号）第７条の規定に基づき、独立行政法人国立 
病院機構が承継した特許権又は実用新案権の一部を依頼者に 
譲与することができる。 

 
（受託研究の実施） 
第８条 研究担当者は、受託研究の実施に当たり、被験者又は 
その代理者にその趣旨を十分説明するとともに、当該受託研 
究が治験等である場合には、ＧＣＰ省令第５１条に基づき文 
書により、治験等の実施について説明し、同意（被験者の診 
療に際して実施した検査、画像診断等の内容を依頼者に提出 
することがある旨の説明と同意を含む。）を得るものとし、 
被験者の安全について適切な配慮をしなければならない。 

２ 研究担当者は、依頼者から受託研究の実施計画につき重大 
な変更を行いたい旨の連絡を受けた場合には、院長に報告す 
るとともに、変更の可否について院長の指示を受けること。 

３ 研究担当者は、治験等の実施中に重篤な有害事象が発生し 
た場合には、速やかに院長及び依頼者に文書で報告するとと 
もに、治験等の継続の可否について院長の指示を受けるこ 
と。 

 
（研究結果の報告等） 
第９条 研究担当者は、当該研究を終了したときは、研究成果 
を速やかに院長へ報告しなければならない。 

２ 院長は、前項の報告があったときは、委員会及び経理責任 
者にその旨を伝達するとともに依頼者に通知するものとす 
る。 

３ 研究者は、当該研究を中止したとき又は延長する必要があ 
るときは、その旨を速やかに院長へ報告し、必要な指示を受 
けなければならない。 

４ 院長は、前項の報告があったときは、委員会にこれを諮 
り、中止又は延長がやむを得ないと認められたときは、その 
旨を経理責任者に伝達するとともに依頼者に通知するものと 
する。 

５ 経理責任者は、前項の伝達があったときは、操越手続がな 
されるのを確認した上で所要の操越手続を行うものとする。 

 
（治験等のモニタリング及び監査） 
第１０条 院長は、治験等のモニタリング及び監査の実施につ 
いて、依頼者と十分協議し、特に依頼者のモニタリング担当 
者及び監査担当者についてあらかじめ氏名、職名等の提出を 
求めるとともに、依頼者における被験者の情報の秘密保持に 
ついて十分注意させるものとする。 

 
（治験薬等の管理） 
第１１条 院長は、薬剤部長を治験薬及び製造販売後臨床試験 
薬（以下「治験薬等」という。）の管理者（以下「治験薬管 
理者」という。）に定め、院内で使用される全ての治験薬等 
を管理させる。 

２ 治験薬管理者は、次の業務を行う。 
（１）治験薬等を受領し、受領書を発行すること 
（２）治験薬等の保管、管理及び払い出しを行うこと 
（３）治験薬等の管理表を作成し、治験薬等の使用状況並び 
に治験等の進捗状況を把握すること 

（４）未使用の治験薬を返戻し、未使用治験薬等引渡書を発 
行すること 

 
（記録等の保存責任者） 
第１２条 院長は、次に掲げる記録毎に保存責任者を定めるも 
のとする。 



（１）診療録、検査データ：経営企画室長 
（２）研究受託に関する書類及び委員会の運営に関する記録 

①研究委託申込書、委員会議事録等、同意文書、受託研究 
整理簿：治験事務局長 

②契約書、研究課題別出納簿等：業務班長 
（３）治験薬等に関する記録（治験薬等の管理表、受領書、 

引渡書等 
２ 前項の記録の保存期間は、当該受託研究の契約書に明記さ 
れた期間とする。 

 
（業務に関する手順書） 
第１３条 治験等に関する研究を受託研究として行う場合、独 
立行政法人 国立病院機構小倉医療センター受託研究取扱規 
程の定めるところによるものとする。 

２ 治験等に関する研究以外の研究を受託研究として行う場 
合、独立行政法人 国立病院機構小倉医療センター受託研究 
取扱規程細則の定めるところによるものとする。 

 
（受託研究事務局） 
第１４条 院長は、受託研究の円滑な実施を図るため、受託研 
究事務局を臨床研究部に置く。 

 
（施行期日） 
第１５条 この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
 
（附 則） 
平成１６年規程の第５．６．７．１２．１４条を改訂した。 
この規程は平成１７年４月１日から施行する。 
薬食発第１２２１００１号により一部改訂した。 
この規程は平成１７年４月１４日から施行する。 
この規程は平成１８年４月１日から施行する。 
この規程は平成１８年８月１日から施行する。 
この規程は平成１８年１０月１日から施行する。 
この規程は平成２０年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日から施行する。 
この規程は平成２０年１０月１日から施行する。 
この規程は平成２１年４月１日から施行する。 
この規程は平成２３年８月１日から施行する。 
この規程は平成２７年５月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

受託研究取扱規程細則 
 
（通則） 
第１条 独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 
国及びそれに準じる機関以外の者（以下「依頼者」とい 
う。）から委託を受けて行う研究（以下「受託研究」とうい 
う。）の取扱いについては、この規程細則の定めるところに 
よる。 

 
（適用の範囲） 
第２条 この規程細則は次のものに適用するものとする。 
（１）新医薬品等の再審査（第Ⅳ相試験） 
承認後に引き続き行われる新医薬品の安全性等の再確認を 
実施する制度であり、Ｐｏｓｔ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ  
Ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ（ＰＭＳ：製造販売後調査）あ 
るいは第Ⅳ相試験とよばれるものを制度化したものであ 
り、以下のものが該当する。 
①製造販売後臨床試験：独立行政法人国立病院機構小倉医 
療センターにおける治験に関わる標準的業務手順書を適 
用する。 

②使用成績調査：本規程細則を適用する。 
③特別調査：本規程細則を適用する。 

（２）医薬品の再評価 
医薬品として既に承認したものについて、承認後の医学、 
薬学等の進歩に応じ、再度、その有効性、安全性等（有用 
性）を見直す制度をいい、以下のものが該当する。 
①製造販売後臨床試験：独立行政法人国立病院機構小倉医 
療センターにおける治験に関わる標準的業務手順書を適 
用する。  

②特別調査：本規程細則を適用する。 
③副作用・感染症症例調査：本規程細則を適用する。 
④その他：本規程細則を適用する。 

 
（研究委託の申請） 
第３条 院長は、依頼者に、当該研究の実施を希望する月の３ 
ヶ月前までに、研究委託申込書及び関連資料を提出させるも 
のとする。なお、事務的に取扱いが可能な場合は、これを過 
ぎても研究委託申込書を受け付けることができるものとす 
る。 

 
（受託の決定等） 
第４条 申請のあった研究の受託の決定は院長が行うものとす 
る。ただし、決定に当たっては、あらかじめ次条に規定する 
受託研究審査委員会の意見を聴かなければならない。 

２ 院長は、病院の業務に関連のない研究、他の職務に支障を 
及ぼすおそれがあると判断される研究等受託することが適当 
でないと認められるものについては、受託することができな 
い。 

３ 院長は、当該研究の受託の承認又は不承認を依頼者、及び 
研究担当者に通知するとともに、受託を承認したときは、そ 
の内容を経理責任者に伝達しなければなれない。 

 
（受託研究審査委員会等） 
第５条 受託研究の円滑な実施を図るため、院内に委員会を置 
くものとする。 

２ 委員会は、次の事項について調査審議するものとする。 
（１）研究の目的、内容及び条件 
（２）研究結果の報告方法 
（３）その他必要事項 

３ 委員長は副院長をもってあてるものとする。 

４ 委員会は院長が指名するものをもって構成するものとす 
る。 
委員長：副院長  
副委員長：薬剤部長 
委員：統括診療部長、臨床研究部長、各科部長または医長数 
名、看護部長、副薬剤科長、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もの以外の委員： 
事務部長、企画課長、経営企画室長、業務班長。ただし、委 
員長が特に必要と認める場合には、委員会において委員以外 
の職員又は有識者の意見を聴くことができる。 

５ 委員会の開催は規程第５条６項によるが、原則として月１ 
回開催する。委員長は、院長が依頼者から研究を依頼された 
場合、その他必要な、委員を招集し、委員会を開催する 

６ 委員会の成立は少なくとも委員の過半数以上の出席による 
ものとする。 

７ 委員会の採決は出席委員の全員一致による。 
８ 委員会には会議録を備え、審議の状況を記録し保管するも 
のとする。 

 
（契約の条件） 
第６条 経理責任者は、第４条第３項の規程に基づく伝達を受 
け、依頼者と研究の受託に関する契約を締結する。 
契約は次に掲げる条件を付さなければならない。 
（１）依頼者は、受託研究費については、請求書に定めた期 
限までに納付すること。 

（２）研究費等により取得した物品等は、当該研究終了後も 
依頼者に返還しないこと。 

（３）やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその 
期間を延長する場合、独立行政法人国立病院機構はその責 
をおわないこと。 

２ 研究費が請求書に定めた期限までに納入されなかった場合 
は、契約は解除するものとし、すみやかに所要の手続きをと 
ること。 

３ 契約書は、二者契約の場合、正本を２通作成し、施設が１ 
通所持すること。 

 
（受託研究の実施） 
第７条 研究担当者は、受託研究の実施に当たり、被験者又は 
その代理者にその趣旨を十分説明するとともに、被験者の安 
全について適切な配慮をしなければならない。 

 
（受託研究の継続） 
第８条 複数年契約を結んだ場合には年度末に開催される委員 
会にて実施状況の報告を行う。 

 
（研究結果の報告等） 
第９条 研究担当者は、当該研究を終了したときは、研究成果 
を速やかに院長へ報告しなければならない。 

２ 院長は、前項の報告があったときは、委員会及び契約担当 
者にその旨を伝達するとともに依頼者に通知するものとす 
る。 

３ 研究担当者は、当該研究を中止したとき又は延長する必要 
があるときは、その旨を速やかに院長へ報告し、必要な指示 
を受けなければならない。 

４ 院長は、前項の報告があったときは、委員会にこれを諮り 
中止又は延長がやむを得ないと認められたときは、その旨を 
経理責任者に伝達するとともに依頼者に通知するものとす 
る。 



（施行期日） 
第１０条 この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
 
（附 則） 
平成１６年規程の第２．５．６．７．８条を改訂・追加した。 
この規程は平成１７年４月１日から施行する。 
薬食発第１２２１００１号により一部改訂した。 
この規程は平成１７年４月１４日から施行する。 
この規程は平成１８年８月１日から施行する。 
この規程は平成２０年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日から施行する。 
この規程は平成２０年１０月１日から施行する。 
この規程は平成２３年８月１日から施行する。 
この規程は平成２７年５月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 

企業主導治験に係る標準業務手順書 
 
第１章 目的と適用範囲 
 
（目的と適用範囲） 
第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構小倉医療セン 
ター受託研究取扱規程、「医薬品の臨床試験の実施の基準に 
関する省令」（平成９厚生省令第２８号。以下「医薬品ＧＣ 
Ｐ省令」という。）、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関 
する省令」（平成１７年厚生労働省令第３６号。以下「医療 
機器ＧＣＰ省令」という。）及びその関連通知、並びに「治 
験の依頼等に係る統一書式」に関する通知に基づいて、治験 
の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものであ 
る。 

２ 本手順書は、医薬品又は医療機器の製造販売承認申請又は 
承認事項一部変更承認申請の際に提出すべき資料の収集のた 
めに行う治験に対して適用する。 

３ 製造販売後臨床試験に対しては、医薬品ＧＣＰ省令第５６ 
条及び医療機器ＧＣＰ省令第７６条に準じ、「治験」等とあ 
るのを「製造販売後臨床試験」等と読み替えることにより、 
本手順書を適用する。 

４ 医療機器の治験に対しては、本手順書第８条及び第２２条 
を除き「医薬品」、「治験薬」、「被験薬」、「副作用」及び「同 
一成分」とあるのを「医療機器」、「治験機器」、「被験機 
器」、「不具合又は不具合による影響」及び「同一構造及び原 
理」と読み替えることにより、本手順書を適用する。 

 
第２章 院長の業務 
 
（治験依頼の申請等） 
第２条 院長は、治験責任医師より提出された治験分担医師・ 
治験協力者リスト（書式２）に基づき、治験関連の重要な業 
務の一部を分担させる者を了承する。院長は、了承した治験 
分担医師・治験協力者リスト（書式２）を、治験責任医師及 
び依頼者に提出する。 

２  院長は、治験に関する治験責任医師と治験依頼者との文書 
による合意が成立した後、治験依頼者及び治験責任医師に治 
験依頼書（書式３）とともに治験責任医師が医薬品ＧＣＰ省 
令第４２条又は医療機器ＧＣＰ省令第６２条に規定する要件 
を満たすことを証明した治験責任医師の履歴書（書式１）、 
調査審議に必要な場合、治験分担医師の履歴書（書式１）及 
び治験実施計画書等の審査に必要な資料を提出させるものと 
する。 

 
（治験実施の了承等） 
第３条 院長は、治験責任医師に対して治験の実施を了承する 
前に、治験審査依頼書（書式４）、治験責任医師が医薬品Ｇ 
ＣＰ省令第４２条又は医療機器ＧＣＰ省令第６２条に規定す 
る要件を満たすことを証明した治験責任医師の履歴書（書式 
１）、調査審議に必要な場合、治験分担医師の履歴書（書式 
１）及び治験実施計画書等の審査の対象となる文書を治験審 
査委員会に提出し、治験の実施の適否について治験審査委員 
会の意見を求めるものとする。 

２  院長は、依頼があった治験に対し、医薬品ＧＣＰ省令第 
 ２７条第１項及び医療機器ＧＣＰ省令第４６条第１項の規定 
 により適切な治験審査委員会を選択した上で調査審議を依頼 
 することができる。 
３  院長は、治験審査委員会が治験の実施を承認する決定を下 
し、又は治験実施計画書、説明文書、同意文書並びにその他 
の手順について何らかの修正を条件に治験の実施を承認する 

決定を下し、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者 
リスト（書式５）により通知してきた場合、治験審査委員会 
の決定と院長の指示・決定が同じである場合には、治験審査 
結果通知書（書式５）を用いて、治験依頼者及び治験責任医 
師に通知するものとする。異なる場合には治験に関する指 
示・決定通知書（参考書式１）を作成し、（書式５）を添付 
し治験依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。 

４  院長は、治験審査委員会が修正を条件に治験の実施を承認 
し、その点につき治験依頼者及び治験責任医師が治験実施計 
画書等を修正した場合には、治験依頼者に、治験責任医師と 
必要に応じて合意のもと治験実施計画書等修正報告書（書式 
６）及び該当する資料を提出させるものとする。説明文書、 
同意文書の修正のみの場合は、治験責任医師に治験実施計画 
書等修正報告書（書式６）及び該当する資料を提出させるも 
のとする。また、院長は治験実施計画書等修正報告書（書式 
６）と該当する資料について修正事項の確認を行う。 

５  院長は、治験審査委員会が治験の実施を却下又は保留する 
決定を下し、その旨を通知してきた場合は、治験の実施を了 
承することはできない。院長は、治験の実施を了承できない 
旨の院長の決定を、治験審査結果通知書及び治験審査委員会 
出席者リスト（書式５）を用いて、治験依頼者及び治験責任 
医師に通知するものとする。 

６ 院長は、治験依頼者から治験審査委員会の審査結果を確認 
するために審査に用いられた治験実施計画書等の文書の入手 
を求める旨の申し出があった場合には、これに応じなければ 
ならない。 

 
（治験実施の契約等） 
第４条 院長は、治験審査委員会の意見に基づいて治験の実施 
を了承した後、治験依頼者と治験の受託に関する契約書によ 
り契約を締結し、双方が記名又は署名し、押印と日付を付す 
ものとする。 

２  治験責任医師は、契約内容を確認する。 
３  院長は、治験審査委員会が修正を条件に治験の実施を承認 
した場合には、第３条第４項の治験実施計画書等修正報告書 
（書式６）により条件に従い修正されたことを確認した後 
に、受託に関する契約書により契約を締結するとともに、治 
験責任医師は本条前項に従うものとする。 

４  院長は、治験依頼者から契約書の内容の変更を伴う治験に 
関する変更申請書（書式１０）が提出された場合、治験審査 
委員会の意見を聴いた後、変更契約書を締結するとともに、 
治験責任医師は本条第２項に従うものとする。 

５  契約書に定める通知及び報告の内容は下記のものとする。 
（１）治験依頼者は、次の情報を治験責任医師と院長に通知 
する。 
①他施設で発生した重篤で予測できない副作用 
②重篤な副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による感 

染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が治験 
薬概要書から予測できないもの 

③死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、副作 
用によるもの又は治験薬及び市販医薬品の使用による感 
染症によるもの 

④副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による感染症の 
発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化 
したことを示す研究報告 

⑤治験の対象となる疾患に対し効能又は効果を有しないこ 
とを示す研究報告 

⑥副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障害 



又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 
⑦当該被験薬と同一成分を含む市販医薬品に係る製造又は 

販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発 
生又は拡大を防止するための措置の実施 

（２）治験依頼者は、次のことを院長に通知する。 
①治験を中止又は中断する際、その旨及び理由 
②治験の成績を製造販売承認申請に用いないことを決定し 

た際、その旨及び理由 
（３）院長は、次の治験審査委員会の意見を治験責任医師及 

び治験依頼者に通知する。 
①治験実施の妥当性への意見 
②治験が長期（１年を超える）の場合の治験の継続の妥当 
性への意見 

③本項（１）に規定する事項に関する治験の継続の妥当性 
への意見 

④被験者の意思に影響を与える可能性が認められたたに、 
治験責任医師が説明文書を改訂したことに対する意見 

⑤その他院長が必要と認めたことへの意見 
（４）院長は、治験責任医師から報告された次の情報を治験 
審査委員会及び治験依頼者に通知する。 
①治験を中止又は中断する際、その旨及び理由 
②治験を終了する際、その旨及び結果の概要 

（５）治験責任医師は、重篤な有害事象を院長及び治験依頼 
者に通知する。 

 
（治験の継続） 
第５条 院長は、実施中の治験において治験の期間が１年を超 
える場合には、少なくとも年１回、治験責任医師に治験実施 
状況報告書（書式１１）を提出させ、治験の継続について治 
験審査委員会の意見を求め本手順書第３条に準じて治験責任 
医師に通知するものとする（書式４）。なお、第１５条第１ 
項の規定により特定の専門的事項を聞いた専門治験審査委員 
会がある場合には、当該専門治験審査委員会の意見を聞かな 
ければならない。 

２ 院長は、医薬品ＧＣＰ省令第２０条第２項及び第３項並び 
に医療機器ＧＣＰ省令第２８条第２項、医薬品ＧＣＰ省令第 
４８条第２項及び医療機器ＧＣＰ省令第６８条第２項の規定 
により通知を受けたとき、医薬品ＧＣＰ省令第５４条第３項 
及び医療機器ＧＣＰ省令第７４条第３項の規定により報告を 
受けたとき、その他院長が必要があると認めたときは、治験 
の継続について治験審査委員会の意見を求めるものとする 
（書式４）。なお、第１５条第１項の規定により特定の専門 
的事項を聞いた専門治験審査委員会がある場合には、当該専 
門治験審査委員会の意見を聞かなければならない。 

３ 院長は、治験審査委員会の審査結果に基づく院長の指示・ 
決定が同じである場合には、治験審査結果通知書及び治験審 
査委員会出席者リスト（書式５）を用いて、治験依頼者及び 
治験責任医師に通知するものとする。但し、あらかじめ、治 
験依頼者及び治験審査委員会等と合意が得られている場合に 
おいては、医薬品ＧＣＰ省令第２０条第２項及び第３項又は 
医療機器ＧＣＰ省令第２８条第２項及び第３項に関する通知 
に限り、治験審査委員会等の治験責任医師及び治験依頼者へ 
の直接の通知をもって、院長が治験責任医師及び治験依頼者 
に文書により通知したものとみなす（様式５）。異なる場合 
には治験に関する指示・決定通知 書（参考書式１）を作成 
し、（書式５）を添付し治験依頼者及び治験責任医師に通知 
するものとする。修正を条件に承 認する場合には、第３条 
第４項に準じるものとする。 

４ 院長は、実施中の治験の継続審査等において、治験審査委 
員会が既に承認した事項の取消し（治験の中止又は中断を含 
む）の決定を下し、その旨を通知してきた場合は、これに基 
づく院長の指示・決定を、治験審査結果通知書及び治験審査 

委員会出席者リスト（書式５）を用いて、治験依頼者及び治 
験責任医師に通知するものとする。 

５ 院長は、治験依頼者から治験審査委員会の継続審査等の結 
果を確認するために審査に用いられた治験実施計画書等の文 
書の入手を求める旨の申し出があった場合には、これに応じ 
なければならない。 

 
（治験実施計画書等の変更） 
第６条 院長は、治験期間中、治験審査委員会の審査対象とな 
る文書が追加、更新又は改訂された場合は、治験責任医師又 
は治験依頼者から、それらの当該文書のすべてを速やかに提 
出させるものとする。 

２ 院長は、治験責任医師及び治験依頼者より、治験に関する 
変更申請書（書式１０）の提出があった場合には、治験審査 
依頼書（書式４）を治験審査委員会に提出し、治験の継続の 
可否について治験審査委員会の意見を求める。これに基づく 
院長の指示・決定が同じである場合には、治験審査結果通知 
書及び治験審査委員会出席者リスト（書式５）を用いて、治 
験依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。異なる場 
合には治験に関する指示・決定通知書（参考書式１）を作成 
し、（書式５）を添付し治験依頼者及び治験責任医師に通知 
するものとする。 

３ 院長は、治験実施計画書の軽微な変更については、当院企 
業主導治験に係わる受託研究・治験審査委員会標準業務手順 
書第５条１４項に従って取り扱うものとする。 

 
（治験実施計画書からの逸脱） 
第７条 院長は、治験責任医師より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 
（書式８）があった場合は、治験審査委員会の意見を求める 
（書式４）。これに基づく院長の指示・決定が同じである場 
合には、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リス 
ト（書式５）を用いて、治験依頼者及び治験責任医師に通知 
するものとする。異なる場合には治験に関する指示・決定通 
知書（参考書式１）を作成し、（書式５）を添付し治験依頼 
者及び治験責任医師に通知するものとする。 

２ 院長は、治験依頼者等より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る治験実施計画書 
からの逸脱に関する通知（書式９）を用いて依頼者の検討結 
果を治験責任医師に通知する。 

 
（医薬品の重篤な有害事象の発生） 
第８条 院長は、治験責任医師より重篤な有害事象発生の報告 
（書式１２－１、１２－２（製造販売後臨床試験の場合は、 
書式１３－１、１３－２））があった場合は、治験責任医師 
が判定した治験薬との因果関係及び予測性を確認し、治験の 
継続の可否について、治験審査委員会の意見を求める（書式 
４）。これに基づく院長の指示・決定が同じである場合に 
は、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リスト 
（書式５）を用いて、治験依頼者及び治験責任医師に通知す 
るものとする。異なる場合には治験に関する指示・決定通知 
書（参考書式１）を作成し、（書式５）を添付し治験依頼者 
及び治験責任医師に通知するものとする。 

 
（医療機器の重篤な有害事象及び不具合の発生） 
第８条の２ 院長は、治験責任医師より重篤な有害事象及び不 
具合発生の報告（書式１４（製造販売後臨床試験の場合は、 
書式１５））があった場合は、治験責任医師が判定した治験 
機器との因果関係及び予測性を確認し、治験の継続の可否に 
ついて、治験審査委員会の意見を求める（書式４）。これに 
基づく院長の指示・決定が同じである場合には、治験審査結 



果通知書及び治験審査委員会出席者リスト（書式５）を用い 
て、治験依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。異 
なる場合には、治験に関する指示・決定通知書（参考書式 
１）を作成し、（書式５）を添付し治験依頼者及び治験責任 
医師に通知するものとする。 

 
（重大な安全性に関する情報の入手） 
第９条 院長は、治験依頼者より安全性情報等に関する報告書 
（書式１６）を入手した場合は、治験の継続の可否について 
治験審査委員会の意見を求める（書式４）。これに基づく院 
長の指示・決定が同じである場合には、治験審査結果通知書 
及び治験審査委員会出席者リスト（書式５）を用いて、治験 
依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。異なる場合 
には、治験に関する指示・決定通知書（参考書式１）を作成 
し、（書式５）を添付し治験依頼者及び治験責任医師に通知 
するものとする。但し、あらかじめ、治験依頼者及び治験審 
査委員会等と合意が得られている場合においては、医薬品Ｇ 
ＣＰ省令第２０条第２項及び第３項又は医療機器ＧＣＰ省令 
第２８条第２項及び第３項に関する通知に限り、治験依頼者 
が治験責任医師及び院長に加えて治験審査委員会等にも同時 
に通知することができる（書式１６）。その場合、治験審査 
委員会等は、院長に加えて治験責任医師及び治験依頼者にも 
同時に文書により意見を述べることができ、医薬品ＧＣＰ省 
令第３２条第６項又は医療機器ＧＣＰ省令第５１条第６項の 
規定に基づき、治験審査委員会等の意見を院長が治験依頼者 
及び治験責任医師に文書により通知したものとみなす（書式 
５）。なお、被験者の安全又は当該治験の実施に影響を及ぼ 
す可能性のある重大な情報には、以下のものが含まれる。 
（１）他施設（共通の治験実施計画書に基づき共同で複数の 

医療機関において治験を実施する場合）で発生した重篤で 
予測できない副作用 

（２）重篤な副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による 
感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が治験 
薬概要書から予測できないもの 

（３）死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、副 
作用によるもの又は治験薬及び市販医薬品の使用による感 
染症によるもの 

（４）副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による感染症 
の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化 
したことを示す研究報告 

（５）治験の対象となる疾患に対し効能又は効果を有しない 
ことを示す研究報告 

（６）副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障 
害又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 

（７）当該被験薬と同一成分を含む市販医薬品に係わる製造 
又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の 
発生又は拡大を防止するための措置の実施 

  
（治験の中止、中断及び終了） 
第１０条 院長は、治験依頼者が被験薬の開発中止等を決定し、 

その旨を開発の中止等に関する報告書（書式１８）で通知し 
てきた場合は、治験責任医師及び治験審査委員会に対し、速

やかにその旨を通知するものとする。なお、通知の文書に

は、中止又は中断についての詳細が説明されていなければな

らない。 
２ 院長は、治験責任医師が治験を中止又は中断し、その旨を 
報告（書式１７）してきた場合は、治験依頼者及び治験審査 
委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 

３ 院長は、治験責任医師が治験の終了を報告（書式１７）し 
てきた場合には、治験依頼者及び治験審査委員会に対し、速 
やかにその旨を通知するものとする。 

 

（直接閲覧） 
第１１条 院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並 
びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け 
入れ、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協 
力するものとする。また、モニター、監査担当者、治験審査 
委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等のすべ 
ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 

 
第３章 治験審査委員会 
 
（治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置） 
第１２条 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ため、治験審査委員会を院内に設置す 
ることができる。 

２ 院長は、前項の治験審査委員会の委員を指名し、当該治験 
審査委員会と協議の上、治験審査委員会の運営の手続き及び 
記録の保存に関する業務手順を定めるものとする。なお、治 
験依頼者から、当該治験審査委員会の標準業務手順書及び委 
員名簿の提示を求められた場合には、これに応ずるものとす 
る。 

３ 院長は、自らが設置した治験審査委員会委員となることは 
できない。 

４ 院長は、治験審査委員会の業務の円滑化を図るため、本条 
第１項により設置した治験審査委員会の運営に関する事務及 
び支援を行う者を指名し、治験審査委員会事務局を設置する 
ものとする。 

 
（治験審査委員会の選定） 
第１３条 院長は、第３条第２項の規定により調査審議を依頼 
する治験審査委員会を選択する際、前条第１項に規定する院 
内に設置した治験審査委員会以外の委員会（以下、「外部治 
験審査委員会」という。）に調査審議を依頼する場合には、 
次の各号により適切に調査審議することが可能か確認するも 
のとする。 
（１）調査審議を行うために十分な人員が確保されているこ 
と。 

（２）倫理的、科学的及び医学的・薬学的観点から審議及び 
評価することができること。 

（３）治験の開始から終了に至るまで一貫性のある調査審議 
が行えること。 

（４）その他、医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令を遵守する上 
で必要な事項。 

２ 院長は、前項の規定により外部治験審査委員会の医薬品及 
び医療機器ＧＣＰ省令等に関する適格性を判断するにあた 
り、以下の最新の資料を確認することとする。なお、外部治 
験審査委員会に調査審議を依頼することを決定した場合に 
は、治験審査委員会の選定について（参考書式３）を作成 
し、治験依頼者及び治験責任医師に通知する。 
（１）治験審査委員会標準業務手順書 
（２）委員名簿 
（３）その他必要な事項 

３ 院長は、外部治験審査委員会に調査審議を依頼するにあた 
り、医薬品ＧＣＰ省令第２７条第１項第２号から第４号及び 
医療機器ＧＣＰ省令第４６条第１項第２号から第４号の治験 
審査委員会を選択する場合には当該治験審査委員会に関する 
以下の事項について確認する。 
（１）定款その他これに準ずるものにおいて、治験審査委員 
会を設置する旨の定めがあること。 

（２）その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同 
等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において 
同じ。）のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他 
の医療関係者が含まれていること。 



（３）その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ３ 
分の１以下であること。 
①特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関 
係を有する者 

②特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関 
係を有する者 

（４）治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に 
遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 

（５）財産目録、賃借対照表、損益計算書、事業報告書その 
他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の 
閲覧に供していること。 

（６）その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を 
損なうおそれがないこと。 

 
（外部治験審査委員会との契約） 
第１４条 院長は、独立行政法人国立病院機構本部中央治験審 
査委員会（以下「中央治験審査委員会」という。）以外の外 
部治験審査委員会に治験の調査審議を依頼する場合には当該 
治験審査委員会の設置者と事前に契約を締結する。なお契約 
にあたっては、以下の内容を含むものとする。 
（１）当該契約を締結した年月日 
（２）当院及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在 
 地 
（３）当該契約に係る業務の手順に関する事項 
（４）当該治験審査委員会が意見を述べるべき期限 
（５）被験者の秘密の保全に関する事項 
（６）その他必要な事項 

 
（治験の専門的事項に関する調査審議） 
第１５条 院長は、第３条第１項の規定により治験審査委員会 
の意見を聴くにあたり、治験を行うことの適否の判断の前提 
となる特定の専門的事項を調査審議させるため必要があると 
認めるときは、当該治験審査委員会委員長と協議の上、承諾 
を得て、（書式４）により当該専門的事項について当該治験 
審査委員会以外の治験審査委員会（以下、専門治験審査委員 
会という。）の意見を聴くことができる。 

２ 院長は、前項の規定により専門的事項について他の治験審 
査委員会に意見を聴くにあたっては、少なくとも当該治験に 
ついて第３条第２項の規定により調査審議を依頼することと 
なった治験審査委員会について以下の事項について考慮す 
る。 
（１）調査審議の対象となる治験の実施又は継続の適否につ 

いて調査審議を十分に行うに足りる専門性を有しているか 
否か。 

（２）前号において専門性が不足している場合、不足してい 
る専門性は外部から科学的な意見を聴くことのみにより補 
完されるものであるか否か、外部から倫理的妥当性につい 
ての意見も含めて聴くことにより補完されるものであるか 
否か。 

（３）第１号において不足している専門性について、例え 
ば、調査審議することとなった治験審査委員会の委員に新 
たに専門家を加える等の方法により補完することはできな 
いか。 

（４）第１号において不足している専門性を補完する方法と 
して前号において考慮したものは、治験の開始から終了に 
至るまで継続的に治験に関する調査審議を行うことができ 
るものであるか否か。 

（５）第１号において不足している専門性を補完する方法と 
して第３号において考慮したものが、他の治験審査委員会 
に特定の専門的事項についての調査審議を行わせることで 
ある場合には、当該他の治験審査委員会と当該治験につい 
て調査審議することとなった治験審査委員会の間で無用な 

審議の重複を避ける一方で、必要な情報は共有するといっ 
た適切な役割分担と連携が可能であるか否か。 

３ 院長は、本条第１項の規定により専門的事項に関して外 
部治験審査委員会に意見を聴く場合には第１３条の各項の 
規定を準用し、独立行政法人国立病院機構本部以外に設置 
されるものについては、事前に当該専門治験審査委員会の 
設置者と契約を締結する。契約にあたっては、以下の内容 
を含むものとする。 

（１）当該契約を締結した年月日 
（２）当院及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在 
 地 
（３）当該契約に係る業務の手順に関する事項 
（４）当該専門治験審査委員会が調査審議を行う特定の専門 
的事項の範囲及び当該専門治験審査委員会が意見を述べる 
べき期限 

（５）被験者の秘密の保全に関する事項 
（６）その他必要な事項 

４ 院長は、専門治験審査委員会が意見を述べたときは速やか 
に当該意見を第３条第１項の規定により意見を聴いた治験審 
査委員会に報告しなければならない。 

 
（外部治験審査委員会への依頼等） 
第１６条 院長は、外部治験審査委員会に審査を依頼する場 
合、外部治験審査委員会の求めに応じて関連する資料の提出 
等を行う。 

２ 院長は、第１２条第４項に規定される治験審査委員会事務 
局に当該外部治験審査委員会の審査依頼等、当院の手続きに 
関わる事務業務を行わせる。 

３ 院長は、審査依頼を行った治験について外部治験審査委員 
会より治験概要等の説明を依頼された場合は、当該治験の責 
任医師もしくは分担医師にこれを行わせる。 

 
第４章 治験責任医師の業務 
 
（治験責任医師の要件） 
第１７条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなくてはなら 
ない。 
（１）治験責任医師は、医薬品ＧＣＰ省令第４２条又は医療 
機器ＧＣＰ省令第６２条に規定する要件を満たすことを証 
明した履歴書（書式１）及び治験分担医師を置く場合には 
求めに応じて当該治験分担医師の履歴書（書式１）を、治 
験依頼者に提出するものとする。 

（２）治験責任医師は、治験依頼者と合意した治験実施計画 
書、最新の治験薬概要書、製品情報及び治験依頼者が提供 
するその他の文書に記載されている治験薬の適切な使用法 
に十分精通していなければならない。 

（３）治験責任医師は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 
及び安全性の確保等に関する法律第１４条第３項及び第 
８０条の２に規定する基準並びに医薬品及び医療機器ＧＣ 
Ｐ省令を熟知し、これを遵守しなければならない。 

（４）治験責任医師は、治験依頼者によるモニタリング及び 
監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調 
査を受け入れなければならない。治験責任医師は、モニタ 
ー、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の 
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 
覧に供しなければならない。 

（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。 

（６）治験責任医師は、合意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を有していなければならない。 

（７）治験責任医師は、治験を適正かつ安全に実施するた 



め、治験の予定期間中に十分な数の治験分担医師及び治験 
協力者等の適格なスタッフを確保でき、また適切な設備を 
利用できなければならない。 

（８）治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験 
分担医師又は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（書式２）を作成し、院長 
に提出し、その了承（書式２）を受けなければならない。 
なお、院長の了承を受けた時点から業務を分担して差し支 
えないが、治験分担医師については治験審査委員会による 
審査が必要となる。 

（９）治験責任医師は、治験分担医師、治験協力者等に、治 
験実施計画書、治験薬及び各人の業務について十分な情報 
を与え、指導及び監督しなければならない。 

 
（治験責任医師の責務） 
第１８条 治験責任医師は、次の事項を行う。 
（１）治験実施計画書の被験者の選択・除外基準の設定及び 

治験を実施する際の個々の被験者の選定に当たっては、人 
権保護の観点から及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 
めることの適否を慎重に検討すること。 

（２）同意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、原則として被 
験者としないこと。 

（３）社会的に弱い立場にある者（参加に伴う利益又は参加 
拒否による上位者の報復を予想することにより、治験への 
自発的な参加の意思が不当に影響を受ける可能性のある個 
人（例えば、階層構造を有するグループの構成員としての 
医・歯学生、薬学生、看護学生、病院及び検査機関の下位 
の職員、製薬企業従業員並びに被拘禁者等がある。その他 
の例として、不治の病に罹患している患者、養護施設収容 
者、失業者又は貧困者、緊急状態にある患者、少数民族集 
団、ホームレス、放浪者、難民、未成年者及び治験参加の 
同意を表明する能力のないものがあげられる。））を被験者 
とする場合には、特に慎重な配慮を払わなくてはならない 
こと。 

（４）治験依頼者から提供される治験実施計画書及び最新の 
治験薬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及び科学的妥 
当性について十分検討した後、治験依頼者と合意するこ 
と。治験実施計画書が改訂される場合も同様である。 

（５）治験実施の申請をする前に、治験依頼者の協力を得 
て、被験者から治験の参加に関する同意を得るために用い 
る説明文書を作成すること。 

（６）治験実施前及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すること。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こ 
と。 

（７）治験審査委員会が治験の実施又は継続を承認し、又は 
何らかの修正を条件に治験の実施又は継続を承認し、これ 
に基づく院長の指示・決定が文書（（書式５）又は（参考 
書式１））で通知された後に、その指示・決定に従って治 
験を開始又は継続すること。又は、治験審査委員会が実施 
中の治験に関して承認した事項を取消し（治験の中止又は 
中断を含む）、これに基づく院長の指示・決定が文書（（書 
式５）又は（参考書式１））で通知された場合には、その 
指示・決定に従うこと。 

（８）治験責任医師は、治験審査委員会が当該治験の実施を 
承認し、これに基づく院長の指示・決定が文書（（書式 
５）又は（参考書式１））で通知され、契約が締結される 

まで被験者を治験に参加させてはならない。 
（９）本手順書第２１条で規定する場合を除いて、治験実施 

計画書を遵守して治験を実施すること。 
（１０）治験薬を承認された治験実施計画書を遵守した方法 

のみで使用すること。 
（１１）治験薬の正しい使用法を各被験者に説明又は指示 

し、当該治験薬にとって適切な間隔で、各被験者が説明さ 
れた指示を正しく守っているか否かを確認すること。 

（１２）実施中の治験において、少なくとも年１回、院長に 
治験実施状況報告書（書式１１）を提出すること。 

（１３）治験の実施に重大な影響を与え、又は被験者の危険 
を増大させるような治験のあらゆる変更について、院長に 
速やかに治験に関する変更申請書（書式１０）を提出する 
とともに、変更の可否について院長の指示・決定（（書式 
５）又は（参考書式１））を受けること。 

（１４）治験実施中に重篤な有害事象が発生した場合は、重 
篤で予測できない副作用を特定した上で速やかに院長及び 
治験依頼者に文書（医薬品の治験は書式１２－１、１２－ 
２及び製造販売後臨床試験は書式１３－１、１３－２、並 
びに医療機器の治験は書式１４、及び製造販売後臨床試験 
は書式１５）で報告するとともに、治験の継続の可否につ 
いて院長の指示・決定（（書式５）又は（参考書式１））を 
受けること。 

（１５）治験実施計画書の規定に従って正確な症例報告書を 
作成し、その内容を点検し問題がないことを確認したとき 
に記名押印又は署名するものとする。分担医師が作成した 
症例報告書についても、その内容を点検し問題がないこと 
を確認したときに記名押印又は署名するものとする。 

（１６）治験終了後、速やかに院長に治験終了（中止・中 
断）報告書（書式１７）を提出すること。なお、治験が中 
止又は中断された場合においても同様の手続きを行うこ 
と。 

（１７）治験が何らかの理由で中止又は中断された場合に 
は、被験者に速やかにその旨を通知し、被験者に対する適 
切な治療、事後処理、その他必要な措置を講じること。 

 
（被験者の同意の取得） 
第１９条 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者が治験に 
参加する前に、被験者に対して説明文書を用いて十分に説明 
し、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 
得るものとする。 

２ 同意文書には、説明を行った治験責任医師又は治験分担医 
師並びに被験者が記名押印又は署名し、各自日付を記入する 
ものとする。なお、治験協力者が補足的な説明を行った場合 
には、当該治験協力者も記名押印又は署名し、日付を記入す 
るものとする。 

３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者が治験に参加す 
る前に、前項の規定に従って記名押印又は署名と日付が記入 
された同意文書の写を被験者に渡さなければならない。ま 
た、被験者が治験に参加している間に、説明文書が改訂され 
た場合は、その都度新たに本条第１項及び第２項に従って同 
意を取得し，記名押印又は署名と日付を記入した同意文書の 
写及び説明文書を被験者に渡さなければならない。 

４ 治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者は、治験への 
参加又は治験への参加の継続に関し、被験者に強制又は不当 
な影響を及ぼしてはならない。 

５ 説明文書及び説明に関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、当院若しくは治験依頼 
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い 
てはならない。 

６ 口頭及び文書による説明には、被験者が理解可能で、可能 



な限り非専門的な言葉が用いられていなければならない。 
７ 治験責任医師又は治験分担医師は、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なければならない。その際、当該治験責 
任医師、治験分担医師又は補足的説明者としての治験協力者 
は、すべての質問に対して被験者が満足するよう答えなけれ 
ばならない。 

８ 被験者の同意に関連し得る新たな重要な情報が得られた場 
合には、治験責任医師は、速やかに当該情報に基づき説明文 
書を改訂し、予め治験審査委員会の承認を得なければならな 
い。また、治験責任医師又は治験分担医師は、すでに治験に 
参加している被験者に対しても当該情報を速やかに伝え、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 
するとともに、改訂された説明文書を用いて改めて説明し、 
治験への参加の継続について被験者から自由意思による同意 
を文書で得なければならない。  
注）重大な安全性に関する情報の入手 第９条参照 

９ 治験に継続して参加するか否かについての被験者の意思に 
影響を与える可能性のある情報が得られた場合には、治験責 
任医師又は治験分担医師は、当該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。この場合、当該情報が被験者に伝 
えられたことを文書に記録しなければならない。 

１０ 被験者の同意取得が困難な場合、非治療的治験を実施す 
る場合、緊急状況下における救命的治験の場合及び被験者が 
同意文書等を読めない場合については、医薬品ＧＣＰ省令 
５０条第２項及び第３項、第５２条第３項及び第４項、第 
５５条、並びに医療機器ＧＣＰ省令第７０条第２項及び第３ 
項、第７２条第３項及び第４項、第７５条を遵守する。 

 
（被験者に対する医療） 
第２０条 治験責任医師は、治験に関する医療上のすべての判 
断に責任を負うものとする。 

２ 院長及び治験責任医師は、被験者の治験参加期間中及びそ 
の後を通じ、治験に関した臨床上問題となるすべての有害事 
象に対して、十分な医療が被験者に提供されることを保証す 
るものとする。また、治験責任医師又は治験分担医師は、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。 

３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者に他の主治医が 
いるか否かを確認し、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なければならない。 

４ 被験者が治験の途中で参加を取り止めようとする場合、又 
は取り止めた場合には、被験者はその理由を明らかにする必 
要はないが、治験責任医師又は治験分担医師は、被験者の権 
利を十分に尊重した上で、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。 

 
（治験実施計画書からの逸脱等） 
第２１条 治験責任医師又は治験分担医師は、治験依頼者との 
事前の文書による合意及び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 
逸脱又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 
のである場合又は治験の事務的事項（例えば、治験依頼者の 
組織・体制変更、実施医療機関の名称・診療科名の変更、実 
施医療機関及び治験依頼者の所在地又は電話番号の変更、治 
験責任医師の氏名表記、所属及び職名の変更、モニターの変 
更）のみに関する変更である場合には、この限りではない。 

２ 治験責任医師又は治験分担医師は、治験実施計画書から逸 
脱した行為を理由のいかんによらずすべて記録しなければな 
らない。 

３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者の緊急の危険を 
回避するためのものである等、医療上やむを得ない事情のた 
めに、治験依頼者との事前の文書による合意及び治験審査委 
員会の事前の承認なしに治験実施計画書からの逸脱又は変更 
を行うことができる。その際には、治験責任医師は、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）により逸脱又は変更の内容及び理由、並びに 
治験実施計画書の改訂が適切な場合には、その案を可能な限 
り早急に、治験依頼者、院長及び院長を経由して治験審査委 
員会に提出してその承認を得るとともに、院長の了承及び院 
長を経由して治験依頼者からの通知（書式９）を入手する。 
また、治験責任医師は、この書式８を保存するものとする。 

 
第５章 治験薬等の管理 
 
（治験薬の管理） 
第２２条 治験薬の管理責任は、院長が負うものとする。 
２ 院長は、治験薬を保管、管理させるため薬剤部長を治験薬 
管理者とし、病院で実施されるすべての治験の治験薬を管理 
させるものとする。なお、治験薬管理者は必要に応じて治験 
薬管理補助者を指名し、治験薬の保管、管理を行わせること 
ができる。 

３ 治験薬管理者は、治験依頼者が作成した治験薬の取扱い及 
び保管・管理並びにそれらの記録に際して従うべき指示を記 
載した手順書に従って、また、医薬品ＧＣＰ省令を遵守して 
適正に治験薬を保管、管理する。 

４ 治験薬管理者は次の業務を行う。 
（１）治験薬を受領し、治験薬受領書を発行する。  
（２）治験薬の保管・管理及び払い出しを行う。 
（３）治験薬管理表及び治験薬出納表を作成し、治験薬の使 

用状況及び進捗状況を把握する。 
（４）被験者からの未使用治験薬の返却記録を作成する。 
（５）未使用治験薬（被験者からの未使用返却治験薬、使用 
期限切れ治験薬及び欠陥品 を含む。）を治験依頼者に返 
却し、未使用治験薬返却書を発行する。 

（６）その他、第３項の治験依頼者が作成した手順書に従 
う。 

５ 治験薬管理者は、治験実施計画書に規定された量の治験薬 
が被験者に投与されていることを確認する。 

６ 治験薬管理者は、原則として救命治療の治験等の場合、病 
棟等で治験責任医師の下に治験薬を管理させることができ 
る。 

 
（治験機器の管理） 
第２２条の２ 治験機器の管理責任は、院長が負うものとす 
る。 

２ 院長は、治験機器を保管、管理、保守点検させるため薬剤 
部長を治験機器管理者とし、病院で実施される全ての治験の 
治験機器等を管理させるものとする。なお、治験機器管理者 
は必要に応じて治験機器管理補助者を指名し、治験機器の保 
管、管理、保守点検を行わせることができる。 

３ 治験機器管理者は、治験依頼者が作成した治験機器の取扱 
及び保管、管理、保守点検並びにそれらの記録に際して従う 
べき指示を記載した手順書に従って、また、医療機器ＧＣＰ 
省令を遵守して適正に治験機器を保管、管理、保守点検を行 
う。 

４ 治験機器管理者は次の業務を行う。 
（１）治験機器を受領し、治験機器の受領書を発行する。 
（２）治験機器の保管、管理、保守点検及び払い出しを行 

う。 
（３）治験機器の管理表及び出納表を作成し、治験機器の使 

用状況及び進捗状況を把握する。 



（４）被験者からの未使用治験機器の返却記録を作成する。 
（５）未使用治験機器（被験者からの未使用返却治験機器、 

使用期限切れ治験機器及び不具合品を含む。）を治験依頼 
者に返却し、未使用治験機器の返却書を発行する。 

（６）その他、第３項の治験依頼者が作成した手順書に従 
う。 

５ 治験機器管理者は、治験実施計画書に従って治験機器が被 
験者に使用されていることを確認する。 

６ 治験機器管理者は、原則として救命治療の治験等の場合 
は、病棟等で治験責任医師の下に治験機器を管理させること 
ができる。 

 
第６章 治験事務局 
 
（治験事務局の設置及び業務） 
第２３条 院長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う者 
を指名し、治験事務局を設けるものとする。なお、治験事務 
局は治験審査委員会事務局を兼ねるものとする。 

２ 治験事務局は、次の者で構成する。 
（１）事務局長：薬剤部長 
（２）事務局員：副薬剤部長、業務班長、算定病歴係長、治 

験主任、治験コーディネーター、治験事務員 
３ 治験事務局は、院長の指示により、次の業務を行うもの 

とする。 
（１）第１２条第１項の規定により設置される治験審査委員 

会の委員の指名に関する業務（委員名簿並びに会議の記録 
及びその概要の作成を含む。） 

（２）治験依頼者に対する必要書類の交付と治験依頼手続き 
の説明 

（３）治験依頼書（書式３）及び治験審査委員会が審査の対 
象とする審査資料の受付 

（４）院長から治験審査委員会への審査依頼書（書式４）作 
 成 
（５）治験審査結果通知書（書式５）、それに基づく院長の 
治験に関する指示・決定通知書（書式５又は参考書式１） 
の作成と治験依頼者及び治験責任医師への通知書の交付 
（治験審査委員会の審査結果を確認するために必要とする 
文書の治験依頼者への交付を含む。） 

（６）治験契約に係わる手続き等の業務 
（７）治験終了（中止・中断）報告書（書式１７）の受領及 
び治験依頼者・治験審査委員会への通知書（書式１７）の 
作成と交付 

（８）開発の中止等に関する報告書（書式１８）の受領及び 
治験責任医師・治験審査委員会への通知書（書式１８）の 
作成と交付 

（９）第１３条第２項の規定により選択した外部治験審査委 
員会に関する事務手続き 

（１０）記録の保存 
（１１）治験の実施に必要な手続き 
（１２）その他治験に関する業務の円滑化を図るために必要 
な事務及び支援 

 
（中央治験事務局の利用） 
第２４条 院長は、第１３条第２項の規定により中央治験審査 
委員会に調査審議を依頼する場合には、独立行政法人国立病 
院機構本部中央治験事務局（以下「中央治験事務局」とい 
う。）に前条第３項の各号に規定する業務の一部を行わせる 
ことができる。 

２ 院長は、中央治験事務局標準業務手順書を入手し、当該手 
順書に基づき中央治験事務局に業務を行わせるものとする。 

 
 

第７章 記録の保存 
 
（記録の保存責任者） 
第２５条 院長は、当院において保存すべき必須文書の保存責 
任者を指名するものとする。 

２ 文書、記録ごとに定める保存責任者は次のとおりとする。 
（１）診療録、検査データ、同意文書：経営企画室長 
（２）治験受託に関する文書、外部治験審査委員会に関する 
文書等 ：治験事務局長 

（３）治験薬に関する記録（治験薬管理表、治験薬出納表、 
被験者からの未使用治験薬返却記録、治験薬納品書、未使 
用治験薬受領書等）：治験薬管理者 

（４）契約書等：業務班長 
（５）中央治験事務局で保存すべき文書：中央治験事務局長 

３ 院長又は治験の記録の保存責任者は、当院において保存す 
べき必須文書が本手順書第２６条第１項に定める期間中に 
紛失又は廃棄されることがないように、また、求めに応じ 
て提示できるよう措置を講じるものとする。 

 
（記録の保存期間） 
第２６条 院長は、当院において保存すべき文書を、（１）又 
は（２）の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものと 
する。ただし、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要 
とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者 
と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における 
記録の保存については、再審査又は再評価が終了する日まで 
とする。 
（１）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発が中止又は臨 
床試験の試験成績が承認申請書に添付されていない旨の通 
知を受けた場合には、その通知を受けた日から３年が経過 
した日） 

（２）治験の中止又は終了後３年が経過した日 
２ 院長は、治験依頼者より前項にいう承認取得あるいは開発 
の中止等に関する報告（書式１８）を受けるものとする。 

３ 院長は、治験に関する文書の保存が不要になった場合は治 
験依頼者より報告を受けるものとする。 

 
第８章 業務の委託 
（業務の委託） 
第２７条 院長は治験の実施に係わる業務の一部を委託させる 
場合には、医薬品ＧＣＰ省令第３９条の２第１項から第７項 
を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結 
しなければならない。 

２ 院長は、治験の実施に係わる業務の一部を委託させる場合 
には、委託させる業務範囲、業務内容を特定し、また被験者 
の秘密の保全及び治験依頼者の知的所有権等の守秘義務につ 
いて十分配慮するものとする。 

 
（附 則） 
第２８条 医薬品の臨床試験に関する受託について、この手順 
書に定めのない場合、ＧＣＰを準用する。 

 
この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
平成１６年規程の第２．３．４．６．９．１０．１４．１５． 
１９．２１条を改定・追加した。 
この規程は平成１７年４月１日から施行する。 
薬食発第１２２１００１号により一部改訂した。 
この規程は平成１７年４月１４日から施行する。 
この規程は平成１８年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日より施行する。 
この規程は平成２０年１０月１日より施行する。 



薬食審査発第１００１００１号により一部改訂した。 
この規程は平成２０年１１月１日より施行する。 
この規程は平成２１年４月１日より施行する。 
本手順書は平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年４月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年５月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は平成２５年７月１日より施行する。 
本手順書は平成２７年５月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 

企業主導治験に係る受託研究・治験審査委員会標準業務手順書 
 

第１章 受託研究・治験審査委員会 
 
（目的と適用範囲） 

第１条 本手順書は当院における「受託研究取扱規程」及び「企

業主導治験に係る標準業務手順書」に基づいて、受託研究・治

験審査委員会（以下「委員会」という。）の運営に関する手続

き及び記録の保存方法を定めるものである。 
２ 製造販売後臨床試験に対しては、医薬品ＧＣＰ省令第５６条

及び医療機器ＧＣＰ省令第７６条に準じ、「治験」等とあるの

を「製造販売後臨床試験」等と読み替えることにより、本手順

書を適用する。 
３ 医療機器の治験に対しては、「医薬品」、「治験薬」、「副作

用」及び「同一成分」とあるのを「医療機器」、「治験機器」、

「不具合又は不具合による影響」及び「同一構造および原理」

と読み替えることにより、本手順書を適用する。 
 
（受託研究・治験審査委員会の責務） 

第２条 委員会は、すべての被験者の人権の保護、安全の保持及

び福祉の向上を図らなければならない。 
２ 委員会は、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。 
３ 委員会は、倫理的、科学的及び医学的・薬学的観点から治験

の実施及び継続等について調査審議を行わなければならない。 
 
（受託研究・治験審査委員会の設置及び構成） 

第３条 委員会は、院長が指名する者 13 名以上をもって構成す

る。なお、院長は委員会の委員にはなれないものとする。委員

長が不在となる場合には、副委員長（または委員長が指名する

委員）は委員長代行することができるものとする。 
（１）委員長：副院長 
（２）副委員長：薬剤部長 
（３）委員：＊薬剤部長  ＊受託研究審査委員会のみの委員 
とする。 

（４）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委員（下記（５）の委員をく）：  
事務部長、企画課長、経営企画室長、＊業務班長  
＊受託研究審査委員会のみの委員とする。 

（５）独立行政法人国立病院機構小倉医療センター又は病院長 
と利害関係を有しない 
委員：外部委員２名 

２ 委員の任期は１年とするが、再任は妨げない。 
３  治験審査委員会は、男女両性で構成されることが望ましい。 
４ 委員長が責任医師または分担医師の場合は薬剤部長を委員長 
代行とする。 

５ 本条第１項の委員に欠員が生じた場合には、院長は後任の委 
員を指名する。この場合、後任の委員の任期は、前任者の残余 
期間とする。 
 
（受託研究・治験審査委員会の業務） 

第４条 委員会は、その責務の遂行のために、次の最新の資料を

院長から入手しなければならない。 
（１）治験実施計画書（治験責任医師と治験依頼者が合意した 
もの） 
但し、実施医療機関の名称及び所在地、治験責任医師 
となるべき者の氏名及び職名並びに各実施医療機関を担当す 
るモニター（モニターが複数である場合にはその代表者）の 
氏名、職名及び電話番号等の医療機関に特有の情報について 
治験実施計画書の別冊とされている場合は、当院に係るもの 

のみでも良いこととする。 
（２）症例報告書の見本 
但し、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解することができ 
る。 

（３）説明文書・同意文書（治験責任医師が治験依頼者の協力 
を得て作成したもの） 

（４）被験者の募集手順（広告等）に関する資料（募集する場 
合） 

（５）治験責任医師および治験分担医師の氏名を記載した文書 
（参考書式５） 

（６）治験薬概要書 
（７）被験者の安全等に係る報告 
（８）治験の費用の負担について説明した文書（被験者への支 
払（支払がある場合）に関する資料）治験審査委員会が必要 
と認める場合、治験依頼者から支払われることが予定されて 
いる治験費用に関する資料の提出を求めることができる。 

（９）被験者の健康被害に対する補償に関する資料 
（１０）治験責任医師が、医薬品ＧＣＰ省令第４２条又は医療 
機器ＧＣＰ省令第６２条に規定する要件を満たすことを証明 
した履歴書（書式１）及び調査審議に必要な場合には治験分 
担医師の履歴書（書式１） 

（１１）治験の現況の概要に関する資料（継続審査等の場合） 
（書式１１） 

（１２）その他委員会が必要と認める資料（企業との連携があ 
る場合、利益相反に関する資料等） 

２ 委員会は、次の事項について調査審議し、記録を作成する。 
（１）治験を実施することの倫理的、科学的及び医学的・薬学 
的観点からの妥当性に関する調査審議事項 
①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等、当該治験 
を適切に実施できること 

②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最新の履歴書等により検討すること 

③治験の目的、計画及び実施が妥当なものであること 
④被験者の同意を得るに際しての説明文書及び同意文書の内 
容が適切であること 

⑤被験者の同意を得る方法が適切であること 
⑥被験者への健康被害に対する補償の内容が適切であること 
⑦被験者に対する支払いがある場合には、その内容、方法が 
適切であること 

⑧被験者の募集手順（広告等）がある場合には、募集の方法 
が適切であること 

（２）治験実施中又は終了時に行う調査審議事項 
①被験者の同意が適切に得られていること 
②以下にあげる治験実施計画書の変更の妥当性を調査審議す 
ること 
ア被験者に対する緊急の危険を回避するなど医療上やむを 

得ない事情のために行った治験実施計画書からの逸脱又 
は変更 

イ被験者に対する危険を増大させるか又は治験の実施に重 
大な影響を及ぼす治験に関するあらゆる変更 

③治験実施中に当院で発生した重篤な有害事象報告に基づ 
く、当該治験の継続の可否を調査審議すること 

④被験者の安全又は当該治験の実施に悪影響を及ぼす可能性 
のある重大な情報に基づく、当該治験の継続の可否を調査 
審議すること 注）重大な情報 



ア他施設で発生した重篤で予測できない副作用 
イ重篤な副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による感染 

症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が治験薬概 
要書から予測できないもの 

オ治験の対象となる疾患に対し効能若しくは効果を有しない 
ことを示す研究報告 

カ副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障害又 
は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 

キ当該被験薬と同一成分を含む市販医薬品に係る製造又は販 
売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又 
は拡大を防止するための措置の実施 

⑤治験の実施状況について少なくとも１年に１回以上調査審議 
すること 

⑥治験の終了、治験の中止又は中断及び開発の中止を確認する 
こと 

（３）その他委員会が求める事項 
３ 委員会は、治験責任医師に対して治験審査委員会が治験の実

施を承認し、これに基づく院長の指示及び決定が文書で通知さ

れ、契約締結されるまで被験者を治験に参加させないように求

めるものとする。 
４ 委員会は、被験者に対する緊急の危険を回避するためなど医 
療上やむを得ない場合、又は変更が事務的事項に関するもので 
ある場合（例：治験依頼者の組織・体制変更、実施医療機関の 
名称・診療科名の変更、実施医療機関及び治験依頼者の所在地 
又は電話番号の変更、治験責任医師の氏名表記、所属及び職名 
の変更、モニターの変更）を除き、委員会から承認の文書を得 
る前に治験実施計画書からの逸脱又は変更を開始しないよう求 
めることとする。 

５ 委員会は、治験責任医師又は治験依頼者が以下の事項を院長 
を経由して委員会に速やかに文書で報告するよう求めるものと 
する。 
（１）被験者に対する緊急の危険を回避するなど医療上やむを 
得ない事情のために行った治験実施計画書からの逸脱又は変 
更に関する報告 

（２）被験者に対する危険を増大させるか又は治験の実施に重 
大な影響を及ぼす治験に関するあらゆる変更 

（３）全ての重篤で予測できない副作用等 
（４）被験者の安全又は当該治験の実施に悪影響を及ぼす可能 
性のある新たな情報 

（５）治験期間中の審査の対象となる文書が追加、更新又は改 
訂された場合 

６ 委員会は、被験者に対して直接の臨床的利益が期待できない 
非治療的な内容の治験であって、被験者の同意を得ることが困 
難な者を対象とすることが予測される治験について承認する場 
合には、かかる被験者の参加を承認する旨を承認文書に記載す 
る。 

７ 緊急状況下における救命的な内容の治験において、被験者に 
よる事前の同意を得ることが不可能で、かつ被験者の代諾者と 
連絡が取れない場合にも治験が行われることが予測される場合 
には、承認文書中に、被験者及び代諾者の同意なしに治験に参 
加する際の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図るため 
の方法、及び治験責任医師等ができるだけ速やかに被験者又は 
代諾者となるべきものに対して説明し同意を得た経緯と結果を 
委員会に報告するよう記載する。 

８ あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び院長の合意 
が得られている場合においては、医薬品ＧＣＰ省令第２０条第 
２項及び第３項又は医療機器ＧＣＰ省令第２８条第２項及び第 
３項に関する通知に限り、治験依頼者は、治験責任医師及び院 
長に加えて治験審査委員会等にも同時に通知することができ 
る。また、治験審査委員会等は、院長に加えて治験責任医師及 
び治験依頼者にも同時に文書により意見を述べることができ 
る。この場合、医薬品ＧＣＰ省令第３２条第６項又は医療機器 

ＧＣＰ省令第５１条第６項の規定に基づき、治験審査委員会等 
の意見を院長が治験依頼者及び治験責任医師に文書により通知 
したものとみなす。 
 
（受託研究・治験審査委員会の運営） 

第５条 委員会は、原則として月１回（第２週月曜日）開催す 
る。但し、院長から緊急に意見を求められた場合には、随時委 
員会を開催することができる。 

２ 委員会は、実施中の各治験について、被験者に対する危険の 
程度に応じて、少なくとも１年に１回の頻度で治験が適切に実 
施されているか否かを継続的に調査審議するものとする。な 
お、必要に応じて治験の実施状況について調査し、必要な場合 
には、院長に意見を文書で通知するものとする。 

３ 委員会の開催に当たっては、あらかじめ委員会事務局から原 
則として３週間前に文書で委員長及び各委員に通知するものと 
する。 

４ 委員会は、以下の要件を満たす会議においてのみ、その意思 
を決定できるものとする。 
（１）審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数が参加 
していること、かつ最低でも５名以上の委員が参加している 
こと。 

（２）第３条第１項（４）の委員が少なくとも１名参加してい 
ること。 

（３）第３条第１項（５）の委員が少なくとも１名参加してい 
ること。 

５  採決に当たっては、審議に参加した委員のみが採決への参加 
を許されるものとする。  

６ 当該治験の治験依頼者と関係のある委員（治験依頼者の役員

又は職員、その他の治験依頼者と密接な関係を有する者）及び

治験責任医師と関係のある委員（治験分担医師又は治験協力

者）は、その関与する治験について情報を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への参加はでき

ないものとする。 
７ 委員長が特に必要と認める場合には、委員以外の特別の分野 
の専門家を委員会に出席させて意見を聞くことができる。 

８ 採決は出席した委員全員の合意を原則とする。 
９ 意見は次の各号のいずれかによる。 
（１）承認する 
（２）修正の上で承認する 
（３）却下する 
（４）既に承認した事項を取り消す（治験の中止又は中断を含 
む） 

（５）保留する 
１０ 受託研究審査委員会の意見は次のいずれかによる。 
（１）承認 
（２）条件付き承認 
（３）不承認 

１１ 院長は委員会の審査結果について異議ある場合には、理由 
書を添えて委員会に再審査を請求することができる。 

１２ 委員会は、審査及び採決に参加した委員名簿（各委員の資 
格及び職名を含む）に関する記録、会議の記録及びその概要を 
作成し保存するものとする。なお、会議の記録の概要について 
は次の各号により作成する。 
（１）開催日時 
（２）開催場所 
（３）出席委員名 
（４）議題（治験薬の成分記号又は一般名及び治験依頼者名含 
む。なお、第Ⅲ相試験の場合は開発の相及び対象疾患名を含 
める。） 

（５）審議結果を含む主な議論の概要 
１３ 委員会は、審査終了後速やかに院長に、治験審査結果通知 
書（書式５）により報告する。治験審査結果通知書（書式５） 



には、以下の事項を記載するものとする。 
（１）審査対象の治験 
（２）審査した資料 
（３）審査日 
（４）参加委員名 
（５）治験に関する委員会の決定 
（６）決定の理由 
（７）修正条件がある場合は、その条件 
（８）委員会の名称と所在地 
（９）委員会が医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令に従って組織さ 
れ、活動している旨を委員会が自ら確認し保証する旨の陳述 

１４ 委員会は、承認済の治験について、治験期間内の軽微な変 
更の場合には、迅速審査または、委員会での報告事項として取 
り扱うことができる。迅速審査・報告事項の対象か否かの判断 
は委員会委員長が行う。 
ここでいう軽微な変更とは、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少なく、 
被験者への危険性を増大させない変更を言う。具体的には、治 
験依頼者の当院に係る組織・体制の変更、治験の期間が１年を 
超えない場合の治験実施期間の延長、治験分担医師の追加・削 
除等が該当する。 
迅速審査は、委員長及び委員長が指名する３名の委員により行 
い、本条第９項に従って判定し、第１３項に従って院長に報告 
する。委員会委員長は、次回の委員会で迅速審査の内容と判定 
を報告する。 
なお、委員長が当該迅速審査の対象となる治験の関係者である 
場合は、副委員長と他の委員を指名して代行させる。 
 

第２章 受託研究・治験審査委員会事務局 
 
（受託研究・治験審査委員会事務局の業務） 

第６条 委員会事務局は、委員会委員長の指示により、次の業務 
を行うものとする。 
（１）委員会の開催準備 
（２）委員会の会議（Ｑ and Ａを含む）及びその概要の記録 
（審議及び採決に参加した員名を含む）の作成 

（３）治験審査結果通知書（書式５）の作成及び院長への提出 
（４）記録の保存 
委員会で審査の対象としたあらゆる資料、会議の記録（Ｑ  
and Ａを含む）及びその概要、委員会が作成するその他の 
資料等を保存する。 

（５）その他委員会に関する業務の円滑化を図るために必要な 
事務及び支援 

２ 委員会事務局は次の各号に示すものを作成しホームページ等 
に公表する。 
（１）受託研究・治験審査委員会標準業務手順書 
（２）委員名簿 
（３）会議の記録の概要 
（４）治験審査委員会の開催予定日 

３ 本条前項に関して変更があった場合は直ちに更新し、履歴を 
作成するものとする。なお、本条前項第３号の会議の記録の概 
要については治験審査委員会の開催後２ヶ月以内を目処に公表 
するものとする。 

４ 委員会事務局は会議（Ｑ and Ａを含む）及びその概要の公 
表の際、当該治験依頼者より知的財産権を侵害する内容が含ま 
れていないか事前に確認したい旨の求めがあった場合は、これ 
に応じると共に、必要に応じてマスキング等の措置を講じた上 
で公表する。 
 
 
 
 

第３章 記録の保存 
 
（記録の保存責任者） 

第７条 委員会における記録の保存責任者は委員会事務局長とす 
る。 

２ 委員会において保存する文書は以下のものである。 
（１）当標準業務手順書 
（２）委員名簿（委員の職業、所属及び資格を含む） 
（３）提出された文書 
（４）会議の会議（Ｑ and Ａを含む）及びその概要（審議及 
び採決に参加した委員名を含む） 

（５）書簡等の記録 
（６）その他必要と認めたもの 
 
（記録の保存期間） 

第８条 委員会における保存すべき文書は、（１）又は（２）の 
日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとする。ただ 
し、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合に 
は、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するもの 
とする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存につい 
ては、再審査又は再評価が終了する日までとする。 
（１）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発を中止した又は 
臨床試験の試験成績に関する資料が申請書に添付されないこ 
とを決定した旨の通知を受けた場合にはその通知を受けた 
日） 

（２）治験の中止又は終了後３年が経過した日 
２ 委員会は、院長を経由して、治験依頼者より前項にいう承認 
取得あるいは開発の中止等に関する報告（書式１８）を受ける 
ものとする。 

３ 院長は治験に関する文書の保存が不要になった場合には、治 
験依頼者または製造販売後臨床試験依頼者より報告を受けるも 
のとする。 
 
（附則） 
この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
平成１６年規程の第３．４．５．８．条を改訂・追加した。 
この規程は平成１７年４月１日から施行する。 
薬食発第１２２１００１号により一部改訂した。 
この規程は平成１７年４月１４日から施行する。 
この規程は平成１８年４月１日から施行する。 
この規程は平成１８年８月１日から施行する。 
この規程は平成２０年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日から施行する。 
この規程は平成２０年１０月１日から施行する。 
この規程は平成２１年４月１日から施行する。 
本手順書は平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年５月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は平成２５年７月１日より施行する。 
本手順書は平成２７年５月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



企業主導治験に係る直接閲覧を伴う 

モニタリングの受入れに関する標準業務手順書 
 
第１条 目的 
本手順書は、治験依頼者（治験依頼者が業務を委託した者を含 
む。以下同じ。）による直接閲覧を伴うモニタリングの受入れ 
に関し、必要な手順を定めるものである。 

 
第２条 モニタリング担当者の確認 

治験責任医師、治験事務局等は、モニタリング担当者（以下 
「モニター」という。）の氏名等を確認する。 

 
第３条 モニタリングの方法等の確認 

治験責任医師、治験事務局等は、モニタリングの計画及び手順 
についてモニターに確認する。なお、治験の実施状況等を踏ま 
えて計画及び手順と異なるモニタリングを行う必要が生じ得る 
ことに留意する。 

 
第４条 原資料等の内容・範囲の確認 
治験責任医師、治験事務局等は、直接閲覧の対象となる原資料 
等の内容及び範囲について治験実施計画書等に基づいてモニタ 
ーに確認する。なお、治験の実施状況等を踏まえてその追加、 
変更を行う必要が生じ得ることに留意する。 

 
第５条 モニタリングの申し入れ受付 
治験事務局は、モニターから当院を訪問して行うモニタリング 
実施の申し入れを受けたとき、可及的速やかにモニターと訪問 
日時等を調整し、決定する。 

２ 治験事務局は、モニタリングの内容及び手順をモニターに確 
認し、当院の応対者を定めるとともに、必要な原資料及び適切 
な場所等の準備、手配をする。 

 
第６条 モニタリングの受入れ時の対応 
治験事務局は、訪問したモニターの氏名等を確認する。 

２ 治験事務局は、直接閲覧の対象となった原資料等が適切に準 
備され、直接閲覧終了後は当該原資料等が適切に返却されてい 
ることを確認する。 

 
第７条 モニタリング終了後の対応 

モニタリング終了後、問題事項等が示された場合には治験責任 
医師、治験事務局等は関連者と協議し、対応を決定する。必要 
に応じ、治験事務局は問題事項等を院長に報告する。 

２ 治験責任医師、治験事務局等は、モニターから問題事項等に 
対する対応を確認したい旨の要請があった場合、これに応じ 
る。 

 
（附則） 
この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
平成１６年規程の第７条を改訂・追加した。 
この規程は平成１７年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日から施行する。 
本手順書は平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年５月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 



企業主導治験に係る 

監査の受入れに関する標準業務手順書 
 
第１条 目的 
本手順書は、治験依頼者（治験依頼者が業務を委託した者を含 
む。以下同じ。）による監査の受入れに関し、必要な手順を定 
めるものである。 

 
第２条 監査担当者の確認 
治験責任医師、治験事務局等は、監査担当者の氏名等を確認す 
る。 

 
第３条 監査の方法等の確認 
治験責任医師、治験事務局等は、監査の計画及び手順について 
監査担当者に確認する。なお、治験の実施状況等を踏まえて計 
画及び手順と異なる監査を行う必要が生じ得ることに留意す 
る。 

 
第４条 原資料等の内容・範囲の確認 

治験責任医師、治験事務局等は、直接閲覧の対象となる原資料 
等の内容及び範囲について治験実施計画書等に基づいて監査担 
当者に確認する。なお、治験の実施状況等を踏まえてその追 
加、変更を行う必要が生じ得ることに留意する。 

 
第５条 監査の申し入れ受付 

治験事務局は、監査担当者から当院を訪問して行う監査実施の 
申し入れを受けたとき、可及的速やかに監査担当者と訪問日時 
等を調整し、決定する。 

２ 治験事務局は、監査の内容及び手順を監査担当者に確認し、 
当院の応対者を定めるとともに、必要な原資料及び適切な場所 
等の準備、手配をする。 

 
第６条 監査の受入れ時の対応 
治験事務局は、訪問した監査担当者を確認する。 

２ 治験事務局は、直接閲覧の対象となった原資料等が適切に準

備され、直接閲覧終了後は当該原資料等が適切に返却されてい

ることを確認する。 
 
第７条 監査終了後の対応 

監査終了後、提案事項等が示された場合、治験責任医師及び治 
験事務局等は対応を決定する。必要に応じ、治験事務局は提案 
事項等を院長に報告する。 

２ 治験責任医師及び治験事務局等は、監査担当者から提案事項

等に対する対応を確認したい旨の要請があった場合、これに応

じる。 
 
（附則） 
この規程は平成１６年４月１日から施行する。 
平成１６年規程の第７条を改訂・追加した。 
この規定は平成１７年４月１日から施行する。 
統一書式の採用により一部改訂した。 
この規程は平成２０年８月１日から施行する。 
本手順書は平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は平成２４年５月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考資料 

迅速審査について 

 

迅速審査にかかる対応については国立病院機構 小倉医療センター治験審査委員会標準的業 

務手順書第５条第１４項にその規定がありますが、その詳細については本治験審査委員会に 

おいて以下の通り対応することとしましたので参考として下さい。最終的に迅速審査の対象 

か否かの判断は治験審査委員会委員長が行うことになっております。 

 

国立病院機構 小倉医療センター治験審査委員会標準的業務手順書 

第５条 

１４ 委員会は、承認済の治験について、治験期間内の軽微な変更の場合には、迅速審

査または、委員会での報告事項として取り扱うことができる。迅速審査・報告事

項の対象か否かの判断は委員会委員長が行う。ここで軽微な変更とは、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少

なく、被験者への危険性を増大させない変更を言う。 

迅速審査は、治験審査委員会委員長及び委員長が指名する３名の委員により行い、

本条第９項に従って判定し、第１２項に従って院長に報告する。委員会委員長は、

次回の委員会で迅速審査の内容と判定を報告する。 

なお、委員長が当該迅速審査の対象となる治験の関係者である場合は、副委員長

と他の委員を指名して代行させる。 

 

対応区分 

 迅速審査：国立病院機構 小倉医療センター治験審査委員会標準的業務手順書第５条第 

１３項の規定による迅速審査を行う。なお、委員長が治験責任医師もしくは分 

担医師である場合には、委員長が当該治験の実施に関係しない他の委員を指名 

して行う。迅速審査対象文書並びに審査結果については治験審査委員会当日に 

報告する。 

 報告検討：治験審査委員会において報告し、必要に応じて治験審査委員会として見解を 

出す。あるいは何らかの対応を行う必要性を検討する。 

 報  告：治験審査委員会において報告のみを行う。 

 迅速審査の対象となるものの具体例 

 同意・説明文書について 

１ 同意説明文書中の重篤でない副作用等に対する記述の変更   

２ 同意説明文書中の薬物の名称、用法・用量、投与経路、投与期間等の内容 

 

 

 

 



 治験実施計画書について 

   ・治験実施体制について 

１ 治験実施計画書の標題、それを特定する番号及び日付。改訂が行われた場合に 

は、改訂番号及び日付 

   ・治験のデザインに関する変更 

１ 治験中に測定される主要エンドポイント及び（それがある場合）副次的エンド 

ポイントに関する説明 

２ 実施される試験の種類及びデザインの説明（例えば、二重盲検、プラセボ対照、 

群間比較試験など）、並びに治験のデザイン、手順及び段階等を図式化した表示 

３ 治験におけるバイアスを最小限にする又は避けるために取られる無作為及び 

盲検化等の方法の説明 

４ 治験薬の用法・用量の説明、治験薬の剤型、包装及び表示に関する記載 

５ 被験者の参加予定期間、及びフォローアップ（必要な場合）を含む全ての治験 

の順序と期間の説明 

６ 個々の被験者並びに治験の一部及び全体の中止規定又は中止基準の説明 

   ・有効性、安全性の評価 

１ 有効性評価指標、安全性評価指標の特定 

２ 有効性評価指標、安全性評価指標に関する評価、記録及び解析の方法並びにそ 

れらの実施時期 

３ 有害事象及び併発症を収集し、記録し、報告する手順（治験責任医師が治験依 

頼者に報告すべき重要な有害事象及び臨床検査の異常値の特定並びに報告の要 

件及び期限を含む） 

４ 有害事象発現後の被験者のフォローアップの種類及び期間 

   ・統計解析 

１ 計画された中間解析の時期を含む実施される統計解析手法の説明 

２ 計画された登録症例数。多施設共同治験においては、各医療機関の登録症例数 

が特定されるべきである。治験の検出力及び臨床上の理由からの考察を含む症 

例数設定の根拠。 

３ 用いられる有意水準 

４ 治験の中止基準 

５ 欠落、不採用及び異常データの取扱いの手順 

６ 当初の統計解析計画からの逸脱を報告する手順（当初の統計解析計画からの逸 

脱は全て、治験実施計画書又は治験の総括報告書に記載し説明すべきである。） 

７ 解析の対象となる被験者の選択（無作為割付を受けた全症例、治験薬投与を受 

けた全症例、全適格例、評価可能症例など） 

   ・その他 

１ 治験分担医師の変更  

２ 治験責任医師及び治験分担医師の職名の変更  

３ 予定被験者数の変更 

４ 治験期間の変更（一年未満） 

５ 開発業務受託機関に委託する業務の内容の変更 



６ 参考資料 

７ 概要書の変更 

８ 症例報告書の改訂 

９ 治験の品質管理及び品質保証 

１０ データ取扱い及び記録の保存 

※ 上記以外については、その都度治験審査委員長の判断により対応 

 

報告の対象となるものの具体例 

１ 治験依頼者の氏名及び所在地 

２ 治験依頼者を代表して治験実施計画書に署名する権限のある者の氏名及び職名 

３ 当該治験に関する治験依頼者の医学専門家の氏名、職名、住所及び電話番号等 

４ モニター及び監査担当者の氏名、職名及び電話番号等 

５ 他施設の治験責任医師の氏名及び職名、並びに医療機関の所在地及び電話番号 

６ 治験に関連する臨床検査施設及びその他の医学的及び技術的部門・期間の名称及び所在地 

７ 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及び所在地並びに業

務の内容 

８ 独立データーモニタリング委員会、治験調整医師、治験調整委員会が設置又は選定されてい

る場合には、当該委員又は該当する者の氏名及び職名等 

９ 治験協力者の変更 

※ 上記以外については、その都度治験審査委員長の判断により対応 

 

 

 

 

 

 

  



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 

医師主導治験に係る標準業務手順書 
 
第１章 目的と適用範囲 
 
（目的と適用範囲） 
第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構小倉医療センタ

ー受託研究取扱規程、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関す

る省令」（平成９年厚生省令２８号。以下「医薬品ＧＣＰ省

令」という。）、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省

令」（平成１７年厚生労働省令第３６号。以下「医療機器ＧＣ

Ｐ省令」という。）及びＧＣＰに関する通知、並びに「治験の

依頼等に係る統一書式」に関する通知に基づいて、治験の実施

に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものである。 
２ 本手順書は、医薬品又は医療機器の製造販売承認申請又は承

認事項一部変更承認申請の際に提出すべき資料の収集のために

行う医師主導治験に対して適用する。 
３ 医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令第２条２２項に定める「自ら

治験を実施しようとする者」及び２３項に定める「自ら治験を

実施する者」を、本手順書においては、「自ら治験を実施する

者」という。 
４ 医療機器の治験に対しては、本手順書第８条及び第２２条を

除き「医薬品」、「治験薬」、「副作用」及び「同一成分」とある

のを「医療機器」、「治験機器」、「不具合又は不具合による影

響」及び「同一構造及び原理」と読み替えることにより、本手

順書を適用する。 
 
第２章 院長の業務 
 
（治験依頼の申請等） 
第２条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より提

出された治験分担医師・治験協力者リスト（（医）書式２）に

基づき、治験関連の重要な業務の一部を分担させる者を了承す

る。院長が了承した治験分担医師・治験協力者リスト（（医）

書式２）を、治験責任医師（自ら治験を実施する者）に通知す

る。 
２ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）に治験実施

申請書（（医）書式３）、治験責任医師（自ら治験を実施する

者）が医薬品ＧＣＰ省令第４２条又は医療機器ＧＣＰ省令第 
６２条に規定する要件を満たすことを証明した治験責任医師

（自ら治験を実施しようとする者）の履歴書（（医）書式

１）、調査審議に必要な場合、治験分担医師の履歴書（（医）

書式１）及び治験実施計画書等の審査に必要な資料を提出さ

せるものとする。 
 
※審査に必要な資料 
（１）治験実施計画書（医薬品ＧＣＰ省令第１５条の４第４項又

は医療機器ＧＣＰ症例第１８条第４項の規定により改訂された

ものを含む。なお、治験実施計画書の分冊等を作成しており、

当該分冊等に記載された当該実施医療機関以外の実施医療機関

に特有の情報を改訂する場合は除く） 
（２）治験薬概要書（医薬品ＧＣＰ省令第１５条の５第２項又は

医療機器ＧＣＰ省令第１９条第２項の規定により改訂されたも

のを含む） 
（３）症例報告書の見本 

但し、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解することができる。 

（４）説明文書、同意文書 
（５）モニタリングの実施に関する手順書 
（６）監査に関する計画書及び業務に関する手順書 

（７）治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書 
（８）治験薬の管理に関する事項を記載した文書 
（９）医薬品又は医療機器ＧＣＰ省令の規定により治験責任医師 
（自ら治験を実施する者）及び医療機関に従事する者が行う通 
知に関する事項を記載した文書 

（10）治験の費用の負担について説明した文書（被験者への支払 
い（支払いがある場合）に関する資料） 

（11）被験者の健康被害の補償について説明した文書 
（12）当院が治験責任医師（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項各号又は医療機器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 

（13）当院が医薬品又は医療機器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条又は医療機器ＧＣＰ省令第６６

条に規定する場合を除く）には、治験責任医師（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 
（14）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 
 
（治験実施の了承等） 
第３条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）に対し

て治験の実施を了承する前に、治験審査依頼書（（医）書式

４）、治験責任医師の履歴書（自ら治験を実施する者）（（医）

書式１）、治験分担医師の氏名リスト（（医）参考書式５）（必

要な場合には治験分担医師の履歴書（（医）書式１）、及び前条

に基づき提出された資料を治験審査委員会に提出し、治験の実

施の適否について治験審査委員会の意見を求めるものとする。 
２ 院長は、申請があった治験に対し、医薬品ＧＣＰ省令第２７

条第１項及び医療機器ＧＣＰ省令第４６条第１項の規定により

適切な治験審査委員会を選択した上で調査審議を依頼すること

ができる。 
３ 院長は、治験審査委員会が治験の実施を承認する決定を下

し、又は治験実施計画書、説明文書、同意文書並びにその他の

手順について何らかの修正を条件に治験の実施を承認する決定

を下し、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リスト

（（医）書式５）により通知してきた場合、治験審査委員会の

決定と院長の指示・決定が同じである場合には、治験審査結果

通知書（（医）書式５）を用いて、治験責任医師（自ら治験を

実施する者）に通知するものとする。異なる場合には治験に関

する指示・決定通知書（（医）参考書式１）を作成し、（（医）

書式５）を添付し治験責任医師（自ら治験を実施する者）に通

知するものとする。 
４ 院長は、治験審査委員会が修正を条件に治験の実施を承認

し、その点につき治験責任医師（自ら治験を実施する者）が治

験実施計画書等を修正した場合には、治験実施計画書等修正報

告書（（医）書式６）及び該当する資料を提出させるものとす

る。また、院長は治験実施計画書等修正報告書（（医）書式

６）と該当する資料について修正事項の確認を行う。 
５ 院長は、治験審査委員会が治験の実施を却下又は保留する決

定を下し、その旨を通知してきた場合は、治験の実施を了承す

ることはできない。院長は、治験の実施を了承できない旨の院

長の決定を、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リ

スト（（医）書式５）を用いて、治験責任医師（自ら治験を実

施する者）に通知するものとする。 
６ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）から治験審

査委員会の審査結果を確認するために審査に用いられた治験実

施計画書等の文書の入手を求める旨の申し出があった場合に 



は、これに応じなければならない。 
 
（治験の継続） 
第４条 院長は、実施中の治験において治験の期間が１年を超え

る場合には、少なくとも年１回、治験責任医師（自ら治験を実

施する者）に治験実施状況報告書（（医）書式１１）を提出さ

せ、治験審査依頼書（（医）書式４）及び治験実施状況報告書 
（（医）書式１１）を治験審査委員会に提出し、治験の継続に 
ついて治験審査委員会の意見を求め本手順書第３条に準じて治 
験責任医師（自ら治験を実施する者）に通知するものとする。 
なお、第１５条第１項の規定により特定の専門的事項を聞いた 
専門治験審査委員会がある場合には、当該専門治験審査委員会 
にも意見を聞かなければならない。 

２ 院長は、医薬品ＧＣＰ省令第２０条第２項及び第３項並びに

医療機器ＧＣＰ省令第２８条第２項、医薬品ＧＣＰ省令第４８

条第２項及び医療機器ＧＣＰ省令第６８条第２項の規定により

通知を受けたとき、医薬品ＧＣＰ省令第５４条第３項及び医療

機器ＧＣＰ省令第７４条第３項の規定により報告を受けたと

き、その他院長が必要があると認めたときは、治験の継続につ

いて治験審査委員会の意見を求めるものとする。なお、第１５

条第１項の規定により特定の専門的事項を聞いた専門治験審査

委員会がある場合には、当該専門治験審査委員会の意見を聞か

なければならない。 
３ 院長は、治験審査委員会の審査結果に基づく院長の指示・決

定が同じである場合には、治験審査結果通知書及び治験審査委

員会出席者リスト（（医）書式５）を用いて、治験責任医師

（自ら治験を実施する者）に通知するものとする。異なる場合

には治験に関する指示・決定通知書（（医）参考書式１）を作

成し、（（医）書式５）を添付し通知するものとする。修正を条

件に承認する場合には、本手順書第３条第４項に準じるものと

する。 
４ 院長は、治験審査委員会が実施中の治験の継続審査等におい

て、治験審査委員会が既に承認した事項の取消し（治験の中止

又は中断を含む）の決定を下し、その旨を通知してきた場合

は、これに基づく指示・決定を、治験審査結果通知書及び治験

審査委員会出席者リスト（（医）書式５）を用いて、治験責任

医師（自ら治験を実施する者）に通知するものとする。 
５ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）から治験審

査委員会の継続審査等の結果を確認するために審査に用いられ

た治験実施計画書等の文書の入手を求める旨の申し出があった

場合には、これに応じなければならない。 
 
（モニタリング・監査） 
第５条 院長は、自ら治験を実施する者が実施させるモニタリン

グ又は監査の報告書を受け取ったときには、前条の手順に準じ

て、院内の治験の実施の適切性について治験審査委員会の意見

を求めることとする。 
 
（治験実施計画書等の変更） 
第６条 院長は、治験期間中、治験審査委員会の審査対象となる

文書が追加、更新又は改訂された場合は、治験責任医師（自ら

治験を実施する者）から、それらの当該文書のすべてを速やか

に提出させるものとする。 
２ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より、治験

に関する変更申請書 
（（医）書式１０）の提出があった場合には、治験審査依頼書

（（医）書式４）を治験審査委員会に提出し、治験の継続の可 
否についての意見を求める。これに基づく院長の指示・決定が 
同じである場合には、治験審査結果通知書及び治験審査委員会 
出席者リスト（（医）書式５）を用いて、治験責任医師（自ら 
治験を実施する者）に通知するものとする。異なる場合には治 
験に関する指示・決定通知書（（医）参考書式１）を作成し、 

（（医）書式５）を添付し通知するものとする。 
 
（治験実施計画書からの逸脱） 
第７条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より被

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（（医）書式８）があった場合は、治験審査

委員会の意見を求める（(医)書式４）。これに基づく院長の指

示・決定が同じである場合には、治験審査結果通知書及び治験

審査委員会出席者リスト（（医）書式５）を用いて、治験責任

医師（自ら治験を実施する者）に通知するものとする。異なる

場合には治験に関する指示・決定通知書（（医）参考書式１）

を作成し、（（医）書式５）を添付し通知するものとする。 
 
（医薬品の重篤な有害事象の発生） 
第８条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より重

篤な有害事象に関する報告（（医）書式１２－１、１２－２）

があった場合は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）が判

定した治験薬との因果関係及び予測性を確認し、治験の継続の

可否について、治験審査委員会の意見を求める。これに基づく

院長の指示・決定が同じである場合には治験審査結果通知書及

び治験審査委員会出席者リスト（（医）書式５）を用いて、治

験責任医師（自ら治験を実施する者）に通知するものとする。

異なる場合には治験に関する指示・決定通知書（（医）参考書

式１）を作成し、（（医）書式５）を添付し治験責任医師（自ら

治験を実施する者）に通知するものとする。 
 
（医療機器の重篤な有害事象及び不具合の発生） 
第８条の２ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）よ

り重篤な有害事象及び不具合発生の報告（（医）書式１４）が

あった場合は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）が判定

した治験機器との因果関係及び予測性を確認し、治験の継続の

可否について、治験審査委員会の意見を求める（（医）書式

４）。これに基づく院長の指示・決定が同じである場合には、

治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リスト（（医）

書式５）を用いて、治験責任医師（自ら治験を実施する者）に

通知するものとする。異なる場合には治験に関する指示・決定

通知書（（医）参考書式１）を作成し、（（医）書式５）を添付

し治験責任医師（自ら治験を実施する者）に通知するものとす

る。 
 
（重大な安全性に関する情報の入手） 
第９条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より安

全性情報等に関する報告書（（医）書式１６）を入手した場合

は、治験の継続の可否について治験審査委員会の意見を求める

（(医)書式４）。これに基づく院長の指示・決定が同じである場

合には、治験審査結果通知書及び治験審査委員会出席者リスト

（（医）書式５）を用いて、治験責任医師（自ら治験を実施す

る者）に通知するものとする。異なる場合には、治験に関する

指示・決定通知書（（医）参考書式１）を作成し、（（医）書式

５）を添付し通知するものとする。なお、被験者の安全又は当

該治験の実施に影響を及ぼす可能性のある重大な情報には、以

下のものが含まれる。 
（１）他施設（共通の治験実施計画書に基づき共同で複数の

医療機関において治験を実施する場合）で発生した重篤で

予測できない副作用 
（２）重篤な副作用又は当該治験薬等の使用による感染症の

発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が治験薬概要書

から予測できないもの 
（３）死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、副

作用によるもの又は当該治験薬等の使用による感染症によ

るもの 



（４）副作用又は当該治験薬等の使用による感染症の発生

数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこ

とを示す研究報告 
（５）治験の対象となる疾患に対し効能又は効果を有しない

ことを示す研究報告 
（６）副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障

害又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 
（７）当該被験薬等に係わる製造販売の中止、回収、廃棄そ

の他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための

措置の実施 
 
（治験の中止、中断及び終了） 
第１０条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）が治

験の中止又は中断（（医）書式１７）を決定、若しくは治験に

より収集された臨床試験の試験成績に関する資料が医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 
１４条第３項に規定する申請書に添付されない事を知り得、そ 
の旨を開発の中止等に関する報告書（（医）書式１８）で通知 
してきた場合は、治験審査委員会に対し、速やかにその旨を 
（（医）書式１７、同１８）通知するものとする。なお、通知 
の文書には、中止又は中断についての詳細が説明されていなけ 
ればならない。 

２ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）が治験の終

了を報告（（医）書式１７）してきた場合には、治験審査委員

会に対し、速やかにその旨（（医）書式１７）を通知するもの

とする。 
 
（直接閲覧） 
第１１条 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）が指

名した者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及

び国内外の規制当局による調査を受け入れ、これらによる調査

が適切かつ速やかに行われるよう協力するものとする。また、

モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局

の求めに応じ、原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に

供するものとする。 
 
第３章 治験審査委員会 
 
（治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置） 
第１２条 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ため、治験審査委員会を院内に設置するこ

とができる。 
２ 院長は、前項の治験審査委員会の委員を指名し、当該治験審

査委員会と協議の上、治験審査委員会の運営の手続き及び記録

の保存に関する業務手順を定めるものとする。なお、治験責任

医師（自ら治験を実施する者）から、当該治験審査委員会の標

準業務手順書及び委員名簿の提示を求められた場合には、これ

に応ずるものとする。 
３ 院長は、自らが設置した治験審査委員会委員となることはで

きない。 
４ 院長は、治験審査委員会の業務の円滑化を図るため、本条第

１項により設置した治験審査委員会の運営に関する事務及び支

援を行う者を指名し、治験審査委員会事務局を設置するものと

する。 
 
（治験審査委員会の選定） 
第１３条 院長は、第３条第２項の規定により調査審議を依頼す

る治験審査委員会を選択する際、前条第１項に規定する院内に

設置した治験審査委員会以外の委員会（以下、「外部治験審査

委員会」という。）に調査審議を依頼する場合には、次の各号

により適切に調査審議することが可能か確認するものとする。 
（１）調査審議を行うために十分な人員が確保されているこ 

と。 
（２）倫理的、科学的及び医学的・薬学的観点から審議及び評 
価することができること。 

（３）治験の開始から終了に至るまで一貫性のある調査審議が 
行えること。 

（４）その他、医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令を遵守する上で 
必要な事項。 

２ 院長は、前項の規定により外部治験審査委員会の医薬品及び

医療機器ＧＣＰ省令等に関する適格性を判断するにあたり、以

下の最新の資料を確認することとする。なお、外部治験審査委

員会に調査審議を依頼することを決定した場合には、治験審査

委員会の選定について（（医）参考書式３）を作成し、治験責

任医師（自ら治験を実施する者）に通知する。 
（１）治験審査委員会標準業務手順書 
（２）委員名簿 
（３）その他必要な事項 

３ 院長は、外部治験審査委員会に調査審議を依頼するにあた

り、医薬品ＧＣＰ省令第２７条第１項第２号から第４号及び医

療機器ＧＣＰ省令第４６条第１項第２号から第４号の治験審査

委員会を選択する場合には当該治験審査委員会に関する以下の

事項について確認する。 
（１）定款その他これに準ずるものにおいて、治験審査委員会 
を設置する旨の定めがあること。 

（２）その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等 
 以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同 
じ。）のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医 
療関係者が含まれていること。 

（３）その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ３分 
の１以下であること。 

 ①特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係 
を有する者 

②特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係 
を有する者 

（４）治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂 
行するに足りる財産的基礎を有していること。 

（５）財産目録、賃借対照表、損益計算書、事業報告書その他 
の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧 
に供していること。 

（６）その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損 
なうおそれがないこと。 

 
（外部治験審査委員会との契約） 
第１４条 院長は、独立行政法人国立病院機構本部中央治験審査

委員会（以下「中央治験審査委員会」という。）以外の外部治

験審査委員会に治験の調査審議を依頼する場合には当該治験審

査委員会の設置者と事前に契約を締結する。なお契約にあたっ

ては、以下の内容を含むものとする。 
（１）当該契約を締結した年月日 
（２）当院及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在地 
（３）当該契約に係る業務の手順に関する事項 
（４）当該治験審査委員会が意見を述べるべき期限 
（５）被験者の秘密の保全に関する事項 
（６）その他必要な事項 

 
（治験の専門的事項に関する調査審議） 
第１５条 院長は、第３条第１項の規定により治験審査委員会の

意見を聴くにあたり、治験を行うことの適否の判断の前提とな

る特定の専門的事項を調査審議させるため必要があると認める

ときは、当該治験審査委員会委員長と協議の上、承諾を得て、

（（医）書式４）により当該専門的事項について当該治験審査

委員会以外の治験審査委員会（以下、専門治験審査委員会とい 
う。）の意見を聴くことができる。 



２ 院長は、前項の規定により専門的事項について他の治験審査

委員会に意見を聴くにあたっては、少なくとも当該治験につい

て第３条第２項の規定により調査審議を依頼することとなった

治験審査委員会について以下の事項について考慮する。 
（１）調査審議の対象となる治験の実施又は継続の適否につい 
て調査審議を十分に行うに足りる専門性を有しているか否 
か。 

（２）前号において専門性が不足している場合、不足している 
専門性は外部から科学的な意見を聴くことのみにより補完さ 
れるものであるか否か、外部から倫理的妥当性についての意 
見も含めて聴くことにより補完されるものであるか否か。 

（３）第１号において不足している専門性について、例えば、 
調査審議することとなった治験審査委員会の委員に新たに専 
門家を加える等の方法により補完することはできないか。 

（４）第１号において不足している専門性を補完する方法とし 
て前号において考慮したものは、治験の開始から終了に至る 
まで継続的に治験に関する調査審議を行うことができるもの 
であるか否か。 

（５）第１号において不足している専門性を補完する方法とし 
て第３号において考慮したものが、他の治験審査委員会に特 
定の専門的事項についての調査審議を行わせることである場 
合には、当該他の治験審査委員会と当該治験について調査審 
議することとなった治験審査委員会の間で無用な審議の重複 
を避ける一方で、必要な情報は共有するといった適切な役割 
分担と連携が可能であるか否か。 

３ 院長は、本条第１項の規定により専門的事項に関して外部治

験審査委員会に意見を聴く場合には第１３条の各項の規定を準

用し、独立行政法人国立病院機構本部以外に設置されるものに

ついては、事前に当該専門治験審査委員会の設置者と契約を締

結する。契約にあたっては、以下の内容を含むものとする。 
（１）当該契約を締結した年月日 
（２）当院及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在地 
（３）当該契約に係る業務の手順に関する事項 
（４）当該専門治験審査委員会が調査審議を行う特定の専門的 
事項の範囲及び当該専門治験審査委員会が意見を述べるべき 
期限 

（５）被験者の秘密の保全に関する事項 
（６）その他必要な事項 

４ 院長は、専門治験審査委員会が意見を述べたときは速やかに

当該意見を第３条第１項の規定により意見を聴いた治験審査委

員会に報告しなければならない。 
 
（外部治験審査委員会への依頼等） 
第１６条 院長は、外部治験審査委員会に審査を依頼する場合、

外部治験審査委員会の求めに応じて関連する資料の提出等を行

う。 
２ 院長は、第１２条第４項に規定される治験審査委員会事務局

に当該外部治験審査委員会の審査依頼等、当院の手続きに関わ

る事務業務を行わせる。 
３ 院長は、審査依頼を行った治験について外部治験審査委員会

より、治験概要等の説明を依頼された場合は、当該治験の責任

医師（自ら治験を実施する者）もしくは分担医師にこれを行わ

せる。 
 
第４章 治験責任医師の業務 
 
（治験責任医師の要件） 
第１７条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなくてはならな

い。 
（１）治験責任医師は、医薬品ＧＣＰ省令第４２条又は医療機 
器ＧＣＰ省令第６２条に規定する要件を満たすことを証明し 
た履歴書（（医）書式１）及び治験分担医師を置く場合には 

求めに応じて当該治験分担医師の氏名リスト（（医）参考書 
式５）（必要な場合には治験分担医師の履歴書((医)書式 
1)）を、院長に提出するものとする。 

（２）治験責任医師は、治験実施計画書、最新の治験薬概要 
書、製品情報及び治験薬提供者が提供するその他の文書に記 
載されている治験薬の適切な使用法に十分精通していなけれ 
ばならない。 

（３）治験責任医師は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及 
 び安全性の確保等に関する法律第１４条第３項及び第８０条 
の２に規定する基準並びに医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令を 
熟知し、これを遵守しなければならない。 

（４）治験責任医師は、自ら治験を実施する者が実施させるモ 
ニタリング及び監査、並びに治験審査委員会及び国内外の規 
制当局による調査を受け入れなければならない。治験責任医 
師は、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の 
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 
を直接閲覧に供しなければならない。 

（５）治験責任医師は、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。 

（６）治験責任医師は、実施予定期間内に治験を適正に実施 
し、終了するに足る時間を有していなければならない。 

（７）治験責任医師は、治験を適正かつ安全に実施するため、 
治験の予定期間中に十分な数の治験分担医師及び治験協力者 
等の適格なスタッフを確保でき、また適切な設備を利用でき 
なければならない。 

（８）治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験分 
担医師又は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（（医）書式２）を作成し、院長 
に提出し、その了承（（医）書式２）を受けなければならな 
い。なお、院長の了承を受けた時点から業務を分担して差し 
支えないが、治験分担医師については、治験審査委員会によ 
る審査が必要となる。 

（９）治験責任医師は、治験分担医師、治験協力者等に、治験 
実施計画書、治験薬及び各人の業務について十分な情報を与 
え、指導及び監督しなければならない。 

 
（治験責任医師の責務） 
第１８条 治験責任医師は、次の事項を行う。 
（１）治験実施計画書の被験者の選択・除外基準の設定及び治 
験を実施する際の個々の被験者の選定に当たっては、人権保 
護の観点から及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 
否を慎重に検討すること。 

（２）同意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、原則として被験者 
としないこと。 

（３）社会的に弱い立場にある者（参加に伴う利益又は参加拒 
否による上位者の報復を予想することにより治験への自発的 
な参加の意思が不当に影響を受ける可能性のある個人（例え 
ば、階層構造を有するグループの構成員としての医・歯学 
生、薬学生、看護学生、病院及び検査機関の下位の職員、製 
薬企業従業員並びに被拘禁者等がある。その他の例として、 
不治の病に罹患している患者、養護施設収容者、失業者又は 
貧困者、緊急状態にある患者、少数民族集団、ホームレス、 
放浪者、難民、未成年者及び治験参加の同意を表明する能力 
のないものがあげられる。））を被験者とする場合には、特に 
慎重な配慮を払わなくてはならないこと。 

（４）治験実施の申請をする前に、被験者から治験の参加に関 
する同意を得るために用いる説明文書を作成すること。ま 
た、作成にあたっては必要に応じ治験薬提供者から予め作成 



に必要な資料の提供を受ける。 
（５）治験実施前及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を最新のものにすること。当該文書を追 
加、更新又は改訂した場合は、その全てを速やかに院長に提 
出すること。 

（６）治験審査委員会が治験の実施又は継続を承認し、又は何 
らかの修正を条件に治験の実施又は継続を承認し、これに基 
づく院長の指示・決定が文書（（医）書式５又は（医）参考 
書式１））で通知された後に、その指示・決定に従って治験 
を開始又は継続すること。又は、治験審査委員会が実施中の 
治験に関して承認した事項を取消し（治験の中止又は中断を 
含む）、これに基づく院長の指示・決定が文書（（医）書式５ 
又は（医）参考書式１）で通知された場合には、その指示・ 
決定に従うこと。 

（７）治験責任医師は、治験審査委員会が当該治験の実施を承 
認し、これに基づく院長の指示・決定が文書（（医）書式５ 
又は（医）参考書式１）で通知され、厚生労働大臣により、 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 
する法律第８０条の２第２項に基づく治験計画の届出を受理 
されるまで被験者を治験に参加させてはならない。 

（８）本手順書第２１条で規定する場合を除いて、治験実施計 
画書を遵守して治験を実施すること。 

（９）治験薬を承認された治験実施計画書を遵守した方法のみ 
で使用すること。 

（10）治験薬の正しい使用法を各被験者に説明又は指示し、当 
該治験薬にとって適切な間隔で、各被験者が説明された指示 
を正しく守っているか否かを確認すること。 

（11）実施中の治験において、少なくとも年１回、院長に治験 
実施状況報告書（（医）書式１１）を提出すること。 

（12）治験の実施に重大な影響を与え、又は被験者の危険を増 
大させるような治験のあらゆる変更について、院長に速やか 
に治験に関する変更申請書（（医）書式１０）を提出すると 
ともに、変更の可否について院長の指示・決定（（医）書式 
５又は（医）参考書式１）を受けること。 

（13）治験実施中に重篤な有害事象が発生した場合は、重篤で 
予測できない副作用を特定した上で速やかに、院長及び治験 
薬提供者に文書（医薬品の治験は（医）書式１２－１、１２ 
－２、並びに医療機器の治験は（医）書式１４）で報告する 
とともに、治験の継続の可否について院長の指示・決定 
（（医）書式５又は（医）参考書式１）を受けること。 

（14）治験責任医師は、治験実施計画書の規定に従って正確な 
症例報告書を作成し、その内容を点検し問題がないことを確 
認したときに記名押印又は署名し、分担医師が作成した症例 
報告書についても、その内容を点検し問題がないことを確認 
したときに記名押印又は署名を行い、適切に保存する。 

（15）治験終了後、速やかに院長に治験終了（中止・中断）報 
告書（（医）書式１７）を提出すること。なお、治験が中止 
又は中断された場合においても同様の手続きを行うこと。 

（16）治験が何らかの理由で中止又は中断された場合、あるい 
は治験責任医師が治験を中断し、又は中止した場合は、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治療、 
事後処理、その他必要な措置を講じること。 

 
（被験者からの同意の取得） 
第１９条 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者が治験に参

加する前に、被験者に対して説明文書を用いて十分に説明し、

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

より得るものとする。 
２ 同意文書には、説明を行った治験責任医師又は治験分担医師

並びに被験者が記名押印又は署名し、各自日付を記入するもの

とする。なお、治験協力者が補足的な説明を行った場合には、

当該治験協力者も記名押印又は署名し、日付を記入するものと

する。 
３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者が治験に参加する

前に、前項の規定に従って記名押印又は署名と日付が記入され

た同意文書の写しを被験者に渡さなければならない。また、被

験者が治験に参加している間に、説明文書が改訂された場合

は、その都度新たに本条第１項及び第２項に従って同意を取得

し、記名押印又は署名と日付を記入した同意文書の写及び説明

文書を被験者に渡さなければならない。 
４ 治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者は、治験への参

加又は治験への参加の継続に関し、被験者に強制又は不当な影

響を及ぼしてはならない。 
５ 説明文書及び説明に関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、当院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。 
６ 口頭及び文書による説明には、被験者が理解可能で、可能な

限り非専門的な言葉を用いられていなければならない。 
７ 治験責任医師又は治験分担医師は、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

分な時間を与えなければならない。その際、当該治験責任医

師、治験分担医師又は補足的説明者としての治験協力者は、す

べての質問に対して被験者が満足するよう答えなければならな

い。 
８ 被験者の同意に関連し得る新たな重要な情報が得られた場合

には、治験責任医師は、速やかに当該情報に基づき説明文書を

改訂し、予め治験審査委員会の承認を得なければならない。ま

た、治験責任医師又は治験分担医師は、すでに治験に参加して

いる被験者に対しても当該情報を速やかに伝え、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するととも

に、改訂された説明文書を用いて改めて説明し、治験への参加

の継続について被験者から自由意思による同意を文書で得なけ

ればならない。注）重大な安全性に関する情報の入手 第９条

参照 
９ 治験に継続して参加するか否かについての被験者の意思に影

響を与える可能性のある情報が得られた場合には、治験責任医

師又は治験分担医師は、当該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。この場合、当該情報を被験者に伝えたことを

文書に記録しなければならない。 
１０ 被験者の同意取得が困難な場合、非治療的治験を実施する

場合、緊急状況下における救命的治験の場合及び被験者が同意

文書等を読めない場合については、医薬品ＧＣＰ省令第５０条

第２項及び第３項、第５２条第３項及び第４項、第５５条、並

びに医療機器ＧＣＰ省令第７０条第２項及び第３項、第７２条

第３項及び第４項、第７５条を遵守する。 
１１ 被験者が治験の途中で参加を取り止めようとする場合、又

は取り止めた場合には、被験者はその理由を明らかにする必要

はないが、治験責任医師又は治験分担医師は、被験者の権利を

十分に尊重した上で、その理由を確認するため努力を払わなけ

ればならない。 
 
（被験者に対する医療） 
第２０条 治験責任医師は、治験に関する医療上のすべての判断

に責任を負うものとする。 
２ 院長及び治験責任医師は、被験者の治験参加期間中及びその

後を通じ、治験に関した臨床上問題となるすべての有害事象に

対して、十分な医療が被験者に提供されることを保証するもの

とする。また、治験責任医師又は治験分担医師は、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。 



３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者に他の主治医がい

るか否かを確認し、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なければならない。 
 
（治験実施計画書からの逸脱等） 
第２１条 治験責任医師又は治験分担医師は、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

計画書からの逸脱又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又は治験の事務的事項（例えば、医療機

関の名称・診療科名の変更、医療機関の所在地又は電話番号の

変更、治験分担医師の氏名表記、所属及び職名の変更、モニタ

ーの変更）のみに関する変更である場合には、この限りではな

い。 
２ 治験責任医師又は治験分担医師は、治験実施計画書から逸脱

した行為を理由のいかんによらず全て記録しなければならな

い。 
３ 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者の緊急の危険を回

避するためのものである等、医療上やむを得ない事情のため

に、治験審査委員会の事前の承認なしに治験実施計画書からの

逸脱又は変更を行うことができる。その際には、治験責任医師 
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（（医）書式８）により逸脱又は変更の内容及び 
理由、並びに治験実施計画書の改訂が適切な場合には、その案 
を可能な限り早急に、院長及び院長を経由して治験審査委員会 
に提出してその承認を得なければならない。その際、（（医）書 
式５）を入手し、（（医）書式８）を保存するものとする。 

 
第５章 治験薬等の管理 
 
（治験薬の管理） 
第２２条 治験薬の管理責任は、院長が負うものとする。 
２ 院長は、治験薬を保管、管理させるため薬剤部長を治験薬管

理者とし、病院で実施されるすべての治験の治験薬を管理させ

るものとする。なお、治験薬管理者は必要に応じて治験薬管理

補助者を指名し、治験薬の保管、管理を行わせることができ

る。 
３ 治験薬管理者は治験責任医師（自ら治験を実施する者）が作

成した若しくは入手した、又は治験薬提供者から提供を受けた

治験薬の取扱い及び保管・管理並びにそれらの記録に際して従

うべき指示を記載した手順書に従って、また、医薬品ＧＣＰ省

令を遵守して適正に治験薬を保管、管理する。 
４ 治験薬管理者は次の業務を行う。 
（１）治験責任医師（自ら治験を実施する者）から治験薬を受 
領し、治験薬受領書を発行する。 

（２）治験薬の保管・管理及び払い出しを行う。 
（３）治験薬管理表及び治験薬出納表を作成し、治験薬の使用 
状況及び進捗状況を把握する。 

（４）被験者からの未使用治験薬の返却記録を作成する。 
（５）未使用治験薬（被験者からの未使用返却治験薬、使用期 
限切れ治験薬及び欠陥品を含む。）を治験責任医師（自ら治 
験を実施する者）に返却し、未使用治験薬返却書を発行す 
る。 

（６）その他、第３項の手順書に従う。 
５ 治験薬管理者は、治験実施計画書に規定された用量の治験薬

が被験者に投与されていることを確認する。 
６ 治験薬管理者は、原則として救命治療の治験等の場合、病棟

等で治験責任医師（自ら治験を実施する者）の下に治験薬を管

理させることができる。 
 
（治験機器の管理） 
第２２条の２ 治験機器の管理責任は、院長が負うものとする。 

２ 院長は、治験機器を保管、管理、保守点検させるため薬剤部

長を治験機器管理者として、病院で実施される全ての治験の治

験機器等を管理させるものとする。なお、治験機器管理者は必

要に応じて治験機器管理補助者を指名し、治験機器の保管、管

理、保守点検を行わせることができる。 
３ 治験機器管理者は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）

が作成した若しくは入手した、又は治験機器提供者から提供を

受けた治験機器の取扱及び保管、管理、保守点検並びにそれら

の記録に際して従うべき指示を記載した手順書に従って、ま

た、医療機器ＧＣＰ省令を遵守して適正に治験機器を保管、管

理保守点検を行う。 
４ 治験機器管理者は次の業務を行う。 
（１）治験機器を受領し、治験機器の受領書を発行する。 
（２）治験機器の保管、管理、保守点検及び払い出しを行う。 
（３）治験機器の管理表及び出納表を作成し、治験機器の使用 
状況及び進捗状況を把握する。 

（４）被験者からの未使用治験機器の返却記録を作成する。 
（５）未使用治験機器（被験者からの未使用返却治験機器、使 
用期限切れ治験機器及び不具合品を含む。）を治験責任医師 
（自ら治験を実施する者）に返却し、未使用治験機器の返却 
書を発行する。 

（６）その他、第３項の手順書に従う。 
５ 治験機器管理者は、治験実施計画書に従って治験機器が被験

者に使用されていることを確認する。 
６ 治験機器管理者は、原則として救命治療の治験等の場合は、

病棟等で治験責任医師（自ら治験を実施する者）の下に治験機

器を管理させることができる。 
 
第６章 治験事務局 
 
（治験事務局の設置及び業務） 
第２３条 院長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う者を

指名し、治験事務局を設けるものとする。なお、治験事務局は

治験審査委員会事務局を兼ねるものとする。 
２ 治験事務局は、次の者で構成する。 
（１）事務局長：薬剤部長  
（２）事務局員：薬剤部長、業務班長、算定病歴係長、治験主 
任、治験コーディネーター、治験事務員 

３ 治験事務局は、院長の指示により、次の業務を行うものとす

る。 
（１）第１２条第１項の規定される治験審査委員会の委員の指 
名に関する業務（委員名簿並びに会議の記録及びその概要の 
作成を含む。） 

（２）治験責任医師（自ら治験を実施する者）に対する必要書 
類の交付と治験申請手続きの説明 

（３）治験実施申請書（（医）書式３）及び治験審査委員会が 
審査の対象とする審査資料の受付 

（４）院長から治験審査委員会への審査依頼書（（医）書式 
４）作成 

（５）治験審査結果通知書（（医）書式５）、それに基づく院長 
の治験に関する指示・決定通知書（（医）書式５又は参考書 
式１）の作成及び治験責任医師（自ら治験を実施する者）へ 
の通知書の交付（治験審査委員会の審査結果を確認するため 
に必要とする文書の治験責任医師（自ら治験を実施する者） 
への交付を含む。） 

（６）治験終了（中止・中断）報告書（（医）書式１７）、開発 
中止等に関する報告書（（医）書式１８）の受領及び治験終 
了（中止・中断）（（医）書式１７）開発中止等（（医）書式 
１８）の通知書の交付 

（７）開発の中止等に関する報告書（（医）書式１８）の受領 
及び治験審査委員会への通知書（（医）書式１８）の作成と 
交付 



（８）第１３条第２項の規定により選択した外部治験審査委員 
会に関する事務手続き 

（９）記録の保存 
（10）治験の実施に必要な手続き 
（11）その他治験に関する業務の円滑化を図るために必要な事 
務及び支援 

 
 
（中央治験事務局の利用） 
第２４条 院長は、第３条第２項の規定により中央治験審査委員

会に調査審議を依頼する場合には、独立行政法人国立病院機構

本部中央治験事務局（以下「中央治験事務局」という。）に前

条第３項の各号に規定する業務の一部を行わせることができ

る。 
２ 院長は、中央治験事務局標準業務手順書を入手し、当該手順

書に基づき中央治験事務局に業務を行わせるものとする。 
 
第７章 業務の委託 
 
（業務委託の契約） 
第２５条 治験責任医師（自ら治験を実施する者）又は院長は、

治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に揚げる

事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締

結するものとする。 
（１）当該委託に係る業務の範囲 
（２）当該委託に係る業務の手順に関する事項 
（３）前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑 
に行われているかどうかを治験責任医師（自ら治験を実施す 
る者）又は病院が確認することができる旨 

（４）当該受託者に対する指示に関する事項 
（５）前号の指示を行った場合において当該措置が講じられた 
かどうかを治験責任医師（自ら治験を実施する者）又は病院 
が確認することができる旨 

（６）当該受託者が治験責任医師（自ら治験を実施する者）又 
は病院に対して行う報告に関する事項 

（７）治験の実施の準備及び管理に係る業務を委託する場合に 
は当該委託する業務に係る被験者に対する補償措置に関する 
事項 

（８）その他当該委託に係る業務について必要な事項 
 
第８章 記録の保存 
 
（記録の保存責任者） 
第２６条 院長は、当院において保存すべき必須文書の保存責任

者を指名するものとする。 
２ 文書、記録ごとに定める保存責任者は次のとおりとする。 
（１）診療録、検査データ、同意文書等：経営企画室長  
（２）医師主導治験に関する文書、外部治験審査委員会に関す 
る文書等：治験事務局長  

（３）治験薬に関する記録（治験薬管理表、治験薬投与記録、 
被験者からの未使用治験   
薬返却記録、治験薬納品書、未使用治験薬受領書等）：治験 
薬管理者  

（４）契約書等：業務班長 
（５）中央治験事務局で保存すべき文書：中央治験事務局長 

３ 院長又は治験の記録の保存責任者は、当院において保存すべ

き必須文書が本手順書第２７条第１項に定める期間中に紛失又

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

るよう措置を講じるものとする。 
 
 
 

（記録の保存期間） 
第２７条 院長は、当院において保存すべき文書を、（１）又は

（２）の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとす   
る。ただし、治験責任医師（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、保存期間及 
び保存方法について治験責任医師（自ら治験を実施する 
者）と協議するものとする。 

（１）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発の中止又は治験 
の成績が承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合に 
は、その通知を受けた日から３年が経過した日） 

（２）治験の中止又は終了後３年が経過した日 
２ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より前項に

いう開発の中止等に関する報告（（医）書式１８）の連絡を受

けるものとする。 
３ 院長は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より前項に

いう開発の中止等に関する報告（（医）書式１８）をしてきた

場合は、必要に応じ治験審査委員会に対し、速やかに開発の中

止等に関する報告書（（医）書式１８）を通知するものとす

る。 
 
第９章 自ら治験を実施する者の業務（治験の準備） 
 
（治験実施体制） 
第２８条 自ら治験を実施する者は、治験の実施の準備及び管理 
に関して必要とされる以下に掲げる業務手順書等を作成する。 
（１）治験実施計画書作成に関する手順書 
（２）治験薬概要書の作成に関する手順書 
（３）説明文書の作成に関する手順書 
（４）被験者の健康被害補償方策に関する手順書 
（５）治験薬の管理に関する手順書 
（６）モニタリングの実施に関する手順書 
（７）安全性情報の取扱いに関する手順書 
（８）監査に関する計画書及び業務に関する手順書 
（９）治験調整医師又は治験調整委員会への業務の委嘱の手順 
 書 
（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）審議に関する手順書（効果安全性評価委員会を設置する 
場合のみ） 

（11）記録の保存に関する手順書 
（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書 

２ 自ら治験を実施する者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の

治験の実施の準備及び管理に係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を確保し、治験の実施体制を整える。

治験の実施の準備及び管理に係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治験に関する医学的な問題につ

いて適切な助言を行う医学専門家、並びに治験実施計画書、治

験薬概要書等の作成・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

き者を医療機関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）も含めて組織する。 
 
（非臨床試験成績等の入手） 
第２９条 自ら治験を実施する者は、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。必要な資料の入手又は情報

の提供については、治験薬提供者と協議し、契約を締結するな

ど必要な措置を講じる。 
 
（治験実施計画書の作成及び改訂） 
第３０条 自ら治験を実施する者は、以下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）自ら治験を実施する者の氏名及び職名並びに住所 
（２）治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を 
委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託 
に係る業務の範囲 

（３）治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあって 
は、受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲 

（４）医療機関の名称及び所在地 
（５）治験の目的 
（６）被験薬の概要 
（７）治験薬提供者の氏名及び住所 
（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）治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名及び 
職名 

（13）治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成 
する医師又は歯科医師の氏名及び職名 

（14）医薬品ＧＣＰ省令第２６条の５、医療機器ＧＣＰ省令第 
３８条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、 
その構成する者の氏名及び職名 

２ 当該治験が被験者に対して治験薬の効果を有しないこと並び

に医薬品ＧＣＰ省令第５０条第１項又は医療機器ＧＣＰ省令第

７０条第１項の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、その旨及び以下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）当該治験が医薬品ＧＣＰ省令第５０条第１項、医療機器 
ＧＣＰ省令第７０条第１項の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 

３ 当該治験が医薬品ＧＣＰ省令第５０条第１項及び第２項並び

に医療機器ＧＣＰ省令第７０条第１項及び第２項の同意を得る

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

及び以下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 
として、製造販売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）医薬品ＧＣＰ省令第２６条の５、医療機器ＧＣＰ省令第 
３８条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨 

４ 自ら治験を実施する者は、被験薬の品質、有効性及び安全性

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。 
 
（治験薬概要書の作成及び改訂） 
第３１条 自ら治験を実施する者は、本手順書第２８条で規定し

た情報に基づいて以下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 
（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 

２ 自ら治験を実施する者は、被験薬の品質、有効性及び安全性

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。 
 

（説明文書の作成及び改訂） 
第３２条 自ら治験を実施する者は、医薬品及び医療機器ＧＣＰ

省令の規定より、被験者から治験への参加の同意を得るために

用いる説明文書を作成する。また必要な場合にはこれを改訂す

るものとする。なお、必要な資料又は情報の提供については、

治験薬提供者と協議し、契約を締結するなど必要な措置を講じ

る。 
 
（被験者に対する補償措置） 
第３３条 自ら治験を実施する者は、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。  
 
（院長への文書の事前提出） 
第３４条 自ら治験を実施する者は、本手順書第２条第２項の手

順に基づき必要な資料を院長に提出し、治験の実施の承認を得

る。 
 
（治験計画等の届出） 
第３５条 自ら治験を実施する者は、医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８０条の２第２

項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律施行規則第２６９条の規定により、その治験の計

画を厚生労働大臣に届け出る。 
２ 自ら治験を実施する者は、前項の届出後に医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第

２７０条の規定により当該届出に係る事項を変更したとき、又

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

の内容及び理由等を厚生労働大臣に届け出る。 
３ 治験計画等の届出については、「自ら治験を実施しようとす

る者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いにつ

いて」（平成２４年１２月２８日薬食審査発第１２２８第１９

号）に従い届け出る。なお、当該通知が改訂等された場合には

その改訂等に従う。 
４ 本条第１項及び第２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又は治験調整委員会に委嘱し、調整医師

が代表して届け出ることができる。 
 
（業務委託の契約） 
第３６条 自ら治験を実施する者又は病院は、治験の実施の準備

及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に

掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契

約を締結する。 
（１）当該委託に係る業務の範囲 
（２）当該委託に係る業務の手順に関する事項 
（３）前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑 
に行われているかどうかを自ら治験を実施する者又は病院が 
確認することができる旨 

（４）当該受託者に対する指示に関する事項 
（５）前号の指示を行った場合において当該措置が講じられた 
かどうかを治自ら治験を実施する者又は病院が確認すること 
ができる旨 

（６）当該受託者が自ら治験を実施する者又は病院に対して行 
う報告に関する事項 

（７）治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を 
委託する場合には当該委託する業務に係る被験者に対する補 
償措置に関する事項 

（８）その他当該委託に係る業務について必要な事項 
 
 



第１０章 自ら治験を実施する者の業務（治験の管理） 
 
（治験薬等の入手・管理等） 
第３７条 自ら治験を実施する者は、医薬品ＧＣＰ省令第２６条

の２、第２６条の３、及び医療機器ＧＣＰ省令第３５条、第３

６条に準じて治験薬及び治験機器を入手、管理する。 
 
（治験調整医師及び治験調整委員会） 
第３８条 自ら治験を実施する者は、共通の治験実施計画書に基

づき数の医療機関において共同で治験を実施する場合には、当

院における当該治験実施計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又は治験調整委会に委嘱するこ

とができる。 
２ 自ら治験を実施する者が、治験調整医師あるいは治験調整委

員会に委嘱できる業務としては以下のものがあげられる。 
（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 
（５）その他治験の細目についての複数医療機関間の調整 

３ 自ら治験を実施する者は、治験調整医師又は治験調整委員会

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する。 
 
（効果安全性評価委員会の設置） 
第３９条 自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否又は治験

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。 
２ 効果安全性評価委員会は、治験の進行、安全性データ及び重

要な有効性エンドポイントを適切な間隔で適切に評価し、治験

の継続の適否又は治験実施計画書等の変更について審議するた

めの委員会であり、自ら治験を実施する者等、治験調整医師、

治験審査委員会の委員、治験薬提供者及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。 
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

審議を行わせる。また、審議を行ったときは、その審議の記録

を作成し、これを保存する。 
４ 効果安全性評価委員会の設置が必要とされる治験は、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（症例数、対照群との有意水準・ｐ値等、設定根拠等）

を明確化し、予め治験実施計画書に記載する。 
 
（治験に関する副作用等の報告） 
第４０条 自ら治験を実施する者は、被験薬の品質、有効性及び

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、及び検討するとともに院長に対し、これを提供す

る。なお、必要な資料又は情報の提供については、治験薬提供

者と協議し、契約を締結するなど必要な措置を講じる。 
２ 自ら治験を実施する者は、被験薬について医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８０条の

２第６項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を院長

及び共通の実施計画書に基づき共同で複数の医療機関において

治験を実施する場合には他の医療機関の自ら治験を実施する者

に通知する。 
３ 自ら治験を実施する者は、治験薬の副作用によると疑われる

死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちにそ

の旨を院長、共通の実施計画書に基づき共同で複数の医療機関

において治験を実施する場合には他の医療機関の自ら治験を実

施する者、及び治験薬提供者に通知する。治験薬提供者、院長

又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められた

ときは、当該自ら治験を実施する者はこれに応じること。 

４ 自ら治験を実施する者は、被験薬の品質、有効性及び安全性

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、治験実施計画書及び治験薬概要書を

改訂する。治験実施計画書の改訂及び治験薬概要書の改訂につ

いては本手順書第３０条及び第３１条に従う。 
５ 自ら治験を実施する者は、被験薬について医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８０条の

２第６項に規定する事項を知ったときは、医薬品の治験の場合

は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行規則第２７３条、医療機器の治験の場合は医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２７５条に従い厚生労働大臣に報告する。 
 
（モニタリングの実施等） 
第４１条 自ら治験を実施する者は、当該治験のモニタリングの

実施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る。 
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及び

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

要件はモニタリングの実施に関する手順書に明記する。なお、

モニターは当該モニタリングの対象となる病院において当該治

験に従事させない。 
３ 本条第１項の規定によりモニタリングを実施する場合には、

病院において実地にて行わせる。ただし、他の方法により十分

にモニタリングを実施することができる場合には、この限りで

はない。 
４ モニターには、原資料を直接閲覧すること等により治験が適

切に実施されていること及びデータの信頼性が十分に保たれて

いることを確認させ、その都度モニタリング報告書を作成さ

せ、自ら治験を実施する者及び院長に提出させる。モニタリン

グ報告書には、日時、場所、モニターの氏名、自ら治験を実施

する者又はその他の接触した相手の氏名、モニターが点検した

内容の要約及び重要な発見事項あるいは事実、逸脱及び欠陥、

結論、自ら治験を実施する者等に告げた事項並びに講じられた

若しくは講じられる予定の措置及び医薬品及び医療機器ＧＣＰ

省令等の遵守を確保するために推奨される措置に関するモニタ

ーの見解等を記載させる。 
５ 自ら治験を実施する者は、指名した者にモニターから提出さ

れたモニタリング報告書の内容を点検し、フォローアップを行

わせることができる。 
 
（監査の実施） 
第４２条 自ら治験を実施する者は、当該治験の監査に関する計

画書及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、当該計画書及び手順書に従って、監査を実施させ

る。 
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。監査担当者の要件は監査に関する手順書に明記する。な

お、監査担当者は当該監査に係る医療機関において当該治験の

実施（その準備及び管理を含む。）及びモニタリングに従事さ

せない。 
３ 自ら治験を実施する者は、監査担当者に、監査を実施した場

合には監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実

施されたことを証明する監査証明書を作成させ、これを自ら治

験を実施する者及び医療機関の長に提出させる。監査報告書に

は監査担当者が記名押印又は署名の上、報告書作成日、被監査

部門名、監査の対象、監査実施日、監査結果（必要な場合には

改善提案を含む）及び当該報告書の提出先を記載させる。 
 
 
 



（治験の中止等） 
第４３条 自ら治験を実施する者は、医療機関が医薬品及び医療

機器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４

６条及び医療機器ＧＣＰ省令第６６条に規定する場合を除

く。）には、当該医療機関における治験を中止する。 
２ 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合

には、速やかにその旨及びその理由を院長に文書（（医）書式

１７）により通知する。 
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、その旨及びその理由を院長に文書（（医）書式 
１８）により通知する。 

 
（治験総括報告書の作成） 
第４４条 自ら治験を実施する者は、治験の終了又は中止にかか

わらず、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第１４条第３項及び第８０条の２に規定する基

準、医薬品及び医療機器ＧＣＰ 省令並びに「治験の総括報告

書の構成と内容に関するガイドライン」等の関連通知に従っ 
て、治験総括報告書を作成する。なお、多施設共同治験にあっ 
ては各自ら治験を実施する者が共同で作成することができる。 

２ 自ら治験を実施する者は治験総括報告書に監査証明書を添付

して保存する。 
 
（記録の保存） 
第４５条 自ら治験を実施する者は、以下の治験に関する記録

（文書及びデータを含む）を、治験薬提供者が被験薬に係る医

薬品についての製造販売の承認を受ける日（開発の中止若しく

は治験の成績が承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場

合にはその旨の通知を受けた日から３年が経過した日）又は治

験の中止若しくは終了後３年を経過した日のうちいずれか遅い

日までの期間適切に保存する。 
（１）治験実施計画書、総括報告書、症例報告書その他医薬品 
及び医療機器ＧＣＰ省令の規定により自ら治験を実施する者 
又は治験分担医師が作成した文書又はその写 

（２）院長から通知された治験審査委員会の意見に関する文 
書、その他医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令の規定により院長 
から入手した記録 

（３）モニタリング、監査その他治験の実施の準備及び管理に 
係る業務の記録（（２）及び（５）に掲げるものを除く） 

（４）治験を行うことにより得られたデータ 
（５）治験薬に関する記録 

 
（附則） 
本手順書は、平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年４月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年５月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は、平成２５年７月１日より施行する。 
本手順書は、平成２７年５月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センターにおける 

医師主導治験に係る治験審査委員会標準業務手順書 
 
第１章 治験審査委員会 
 
（目的と適用範囲） 
第１条 本手順書は当院における「受託研究取扱規程」及び「医

師主導治験に係る標準業務手順書」に基づいて、医師主導治験

に係る標準業務手順書第１２条第１項の規定により院内に設置

された治験審査委員会の運営に関する手続き及び記録の保存方

法等を定めるものである。 
２ 医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令第２条２２項に定める「自ら

治験を実施しようとする者」及び２３項に定める「自ら治験を

実施する者」を、本手順書においては「自ら治験を実施する

者」という。 
３ 医療機器の治験に対しては、第８条及び第２２条を除き、

「医薬品」、「治験薬」、「被験薬」、「副作用」及び「同一成分」

とあるのを「医療機器」、「治験機器」、「被験機器」、「不具合又

は不具合による影響」及び「同一構造及び原理」と読み替える

ことにより、本手順書を適用する。 
 
（治験審査委員会の責務） 
第２条 治験審査委員会は、すべての被験者の人権の保護、安全

の保持及び福祉の向上を図らなければならない。２ 治験審査

委員会は、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。 
３ 治験審査委員会は、倫理的、科学的及び医学的・薬学的観点

から治験の実施及び継続等について調査審議を行わなければな

らない。 
 
（治験審査委員会の設置及び構成） 
第３条 治験審査委員会は、院長が指名する者１３名以上をもっ

て構成する。なお、院長は治験審査委員会の委員にはなれない

ものとする。委員長が不在となる場合には、副委員長（または

委員長が氏名する委員）は委員長代行することができるものと

する。 
（１）委員長：副院長  
（２）副委員長：薬剤部長 
（３）委員：統括診療部長、臨床研究部長、各科部長または医 
長数名、看護部長 

（４）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委員（下記（５）の委員を除く） 
：事務部長、企画課長、経営企画室長 

（５）独立行政法人国立病院機構小倉医療センターと利害関係 
を有しない委員：外部委員２名 

２ 委員の任期は１年とするが、再任は妨げない。 
３ 治験審査委員会は、男女両性で構成されることが望ましい。 
４ 委員長が責任医師または分担医師の場合は、副薬剤部長を委 
員長代行とする。 

５ 本条第１項の委員に欠員が生じた場合には、院長は後任の委

員を指名する。この場合、後任の委員の任期は、前任者の残余

期間とする。 
 
（治験審査委員会の業務） 
第４条 治験審査委員会は、その責務の遂行のために、次の最新

の資料を院長から入手しなければならない。 
（１）治験実施計画書 
但し、実施医療機関の名称及び所在地、治験責任医師（自ら 
治験を実施する者）となるべき者の氏名及び職名並びに各実 
施医療機関を担当するモニター（モニターが複数である場合 
にはその代表者）の氏名、職名及び電話番号等の医療機関に 

特有の情報について治験実施計画書の別冊とされている場合 
は、当院に係るもののみでも良いこととする。 

（２）症例報告書の見本 
但し、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解することがで 
きる。 

（３）説明文書・同意文書 
（４）モニタリングに関する手順書 
（５）監査に関する計画書及び業務に関する手順書 
（６）治験薬等の管理に関する事項を記載した文書 
（７）医薬品又は医療機器ＧＣＰ省令の規程により治験責任医 
師（自ら治験を実施する者）及び実施医療機関に従事する者 
が行う通知に関する事項を記載した文書 

（８）当院が治験責任医師の求めに応じて治験に係る文書又は 
記録を閲覧する旨を記載した文書 

（９）当院が医薬品及び医療機器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（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る場合を除く。）には、治験責任医師は 
治験を中止することができる旨を記載した文書 

（10）その他治験が適正且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 

（11）被験者の募集手順（広告等）に関する資料（募集する場 
合） 

（12）治験責任医師（自ら治験を実施する者）及び治験分担医 
師の氏名を記載した文書（（医）参考書式５） 

（13）治験薬概要書 
（14）被験者の安全等に係る報告 
（15）治験の費用の負担について説明した文書（被験者への支 
払い（支払いがある場合）に関する資料） 

（16）被験者の健康被害に対する補償に関する資料 
（17）治験責任医師（自ら治験を実施する者）の履歴書及び治 
験責任医師（自ら治験を実施する者）が、医薬品ＧＣＰ省令 
第４２条又は医療機器ＧＣＰ省令第６２条に規定する要件を 
満たすことを証明した履歴書（（医）書式１）並びに調査審 
議に必要な場合には治験分担医師の履歴書（（医）書式１） 

（18）治験の現況の概要に関する資料（継続審査等の場合） 
（（医）書式１１） 

（19）その他治験審査委員会が必要と認める資料（企業との連 
携がある場合、利益相反に関する資料等） 

２ 治験審査委員会は、次の事項について調査審議し、記録を作

成する。 
（１）治験を実施することの倫理的、科学的及び医学的・薬学 
的観点からの妥当性に関する調査審議事項 
①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等、当該治験 
を適切に実施できること 

②治験責任医師（自ら治験を実施する者）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最新の履歴 
書等により検討すること 

③治験の目的、計画及び実施が妥当なものであること 
④被験者の同意を得るに際しての説明文書及び同意文書の内 
容が適切であること 

⑤被験者の同意を得る方法が適切であること 
⑥被験者への健康被害に対する補償の内容が適切であること 
⑦被験者に対する支払いがある場合には、その内容、方法が 
適切であること 



⑧被験者の募集手順（広告等）がある場合には、募集の方法 
が適切であること 

（２）治験実施中又は終了時に行う調査審議事項 
①被験者の同意が適切に得られていること 
②以下にあげる治験実施計画書の変更の妥当性を調査・審査 

すること 
ア 被験者に対する緊急の危険を回避するなど医療上やむ 
を得ない事情のために行った治験実施計画書からの逸脱 
又は変更 

イ 被験者に対する危険を増大させるか又は治験の実施に 
重大な影響を及ぼす治験に関するあらゆる変更 

③治験実施中に当院で発生した重篤な有害事象報告に基づ 
く、当該治験の継続の可否を調査審議すること 

④被験者の安全又は当該治験の実施に悪影響を及ぼす可能性 
のある重大な情報に基づく、当該治験の継続の可否を調査 
審議すること 注）重大な情報 
ア 他施設で発生した重篤で予測できない副作用 
イ 重篤な副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による 
感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が治 
験薬概要書から予測できないもの 

ウ 死亡又は死亡につながるおそれのある症例のうち、副 
作用によるもの又は治験薬及び市販医薬品の使用による 
感染症によるもの 

エ 副作用又は治験薬及び市販医薬品の使用による感染症 
の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変 
化したことを示す研究報告 

オ 治験の対象となる疾患に対し効能若しくは効果を有し 
ないことを示す研究報告 

カ 副作用又は感染症によりがんその他の重大な疾病、障 
 害又は死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 
キ 当該被験薬と同一成分を含む市販医薬品に係る製造又 
は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の 
発生又は拡大を防止するための措置の実施 

⑤治験の実施状況について少なくとも１年に１回以上調査審 
議すること 

⑥治験の終了、治験の中止又は中断及び開発の中止を確認す 
ること 

（３）その他治験審査委員会が求める事項 
３ 治験審査委員会は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）

に対して治験審査委員会が治験の実施を承認し、これに基づく

院長の指示及び決定が文書で通知され、厚生労働大臣により、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第８０条の２第２項に基づく治験計画の届出を受理され

るまで被験者を治験に参加させないように求めるものとする。 
４ 治験審査委員会は、被験者に対する緊急の危険を回避するた

めなど医療上やむを得ない場合、又は変更が事務的事項に関す

るものである場合（例：実施医療機関の名称・診療科名の変

更、実施医療機関の所在地又は電話番号の変更、治験分担医師

の氏名表記、所属及び職名の変更、モニターの変更）を除き、

治験審査委員会から承認の文書を得る前に治験実施計画書から

の逸脱又は変更を開始しないよう求めることとする。 
５ 治験審査委員会は、治験責任医師（自ら治験を実施する者）

が以下の事項を院長を経由して治験審査委員会に速やかに文書

で報告するよう求めるものとする。 
（１）被験者に対する緊急の危険を回避するなど医療上やむを 
得ない事情のために行った治験実施計画書からの逸脱又は変 
更に関する報告 

（２）被験者に対する危険を増大させるか又は治験の実施に重 
大な影響を及ぼす治験 に関するあらゆる変更 

（３）全ての重篤で予測できない副作用等 
（４）被験者の安全又は当該治験の実施に悪影響を及ぼす可能 
性のある新たな情報 

（５）治験期間中の審査の対象となる文書の追加、更新又は改 
訂が行われた場合 

６ 治験審査委員会は、当院に対して実施されたモニタリング報

告書及び監査報告書を入手し、モニタリング又は監査が適切に

実施されたことを確認し、自ら治験を実施する者が行う治験が

適切に行われたことについて、モニタリング及び監査と相互に

点検する。 
７ 治験審査委員会は被験者に対して直接の臨床的利益が期待で

きない非治療的な内容の治験であって、被験者の同意を得るこ

とが困難な者を対象とすることが予測される治験について承認

する場合には、かかる被験者の参加を承認する旨を承認文書に

記載する。 
８ 緊急状況下における救命的な内容の治験において、被験者に

よる事前の同意を得ることが不可能で、かつ被験者の代諾者と

連絡が取れない場合にも治験が行われることが予測される場合

には、承認文書中に被験者及び代諾者の同意なしに治験に参加

する際の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図るための

方法、及び治験責任医師等ができるだけ速やかに被験者又は代

諾者となるべきものに対して説明し同意を得た経緯と結果を治

験審査委員会に報告するよう記載する。 
９ あらかじめ、自ら治験を実施する者、治験審査委員会等及び

院長の合意が得られている場合には、医薬品ＧＣＰ省令第２６

の６第２項、医療機器ＧＣＰ省令第３９条第２項に関する治験

を継続して行うことの適否についての意見に限り、治験審査委

員会等は、院長に加えて自ら治験を実施する者にも同時に文書

により意見を述べることができる。この場合、医薬品ＧＣＰ省

令第３２条第７項又は医療機器ＧＣＰ省令第５１条第７項の規

程に基づき、治験審査委員会等の意見を院長が自ら治験を実施

する者に文書により通知したものとみなす。 
 
（治験審査委員会の運営） 
第５条 治験審査委員会は、原則として月１回（第２週月曜日）

開催する。但し、院長から緊急に意見を求められた場合には、

随時委員会を開催することができる。 
２ 治験審査委員会は、実施中の各治験について、被験者に対す

る危険の程度に応じて、少なくとも１年に１回の頻度で治験が

適切に実施されているか否かを継続的に調査審議するものとす

る。なお、必要に応じて治験の実施状況について調査し、必要

な場合には、院長に意見を文書で通知するものとする。 
３ 治験審査委員会の開催に当たっては、あらかじめ治験審査委

員会事務局から原則として３週間前に文書で委員長及び各委員

に通知するものとする。 
４ 治験審査委員会は、以下の要件を満たす会議においてのみ、

その意思を決定できるものとする。 
（１）審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数が参加 
していること、かつ最低でも５名以上の委員が参加している 
こと。 

（２）第３条第１項（４）の委員が少なくとも１名参加してい 
ること。 

（３）第３条第１項（５）の委員が少なくとも１名参加してい 
ること。 

５  採決に当たっては、審議に参加した委員のみが採決への参加

を許されるものとする。 
６ 治験責任医師（自ら治験を実施する者）又は治験責任医師

（自ら治験を実施する者）と密接な関係を有する委員（治験責

任医師（自ら治験を実施する者）の上司又は部下等、治験薬提

供者又は治験薬提供者と密接な関係を有するもの等）は、その

関与する治験について情報を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への参加はできないものとす

る。 
７ 委員長が特に必要と認める場合には、委員以外の特別の分野

の専門家を委員会に出席させて意見を聞くことができる。 



８ 採決は出席した委員全員の合意を原則とする。 
９ 意見は次の各号のいずれかによる。 
（１）承認する 
（２）修正の上で承認する 
（３）却下する 
（４）既に承認した事項を取り消す（治験の中止又は中断を含 
む） 

（５）保留する 
１０ 院長は治験審査委員会の審査結果について異議ある場合に

は、理由書を添えて治験審査委員会に再審査を請求することが

できる。 
１１ 治験審査委員会は、審査及び採決に参加した委員名簿（各

委員の資格及び職名を含む）に関する記録、会議の記録及びそ

の概要を作成し保存するものとする。なお、会議の記録の概要

については次の各号により作成する。 
（１）開催日時 
（２）開催場所 
（３）出席委員名 
（４）議題（治験薬の成分記号及び一般名を含む。なお、第Ⅲ 
相試験の場合は開発の相及び対象疾患名を含める。） 

（５）審議結果を含む主な議論の概要 
１２ 治験審査委員会は、審査終了後速やかに院長に、治験審査

結果通知書（（医）書式５）により報告する。治験審査結果通

知書（（医）書式５）には、以下の事項を記載するものとす

る。 
（１）審査対象の治験 
（２）審査した資料 
（３）審査日 
（４）参加委員名 
（５）治験に関する委員会の決定 
（６）決定の理由 
（７）修正条件がある場合は、その条件 
（８）治験審査委員会の名称と所在地 
（９）治験審査委員会が医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令に従っ 
て組織され、活動している旨を治験審査委員会が自ら確認し 
保証する旨の陳述 

１３ 治験審査委員会は、承認済の治験について、治験期間内の

軽微な変更の場合には、迅速審査を行うことができる。迅速審

査の対象か否かの判断は治験審査委員会委員長が行う。ここで

いう軽微な変更とは、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少なく、被験者

への危険性を増大させない変更を言う。具体的には、治験の当

院に係る組織・体制の変更、治験の期間が１年を超えない場合

の治験実施期間の延長又は治験分担医師の追加・削除等が該当

する。 
迅速審査は、治験審査委員会委員長及び委員長が指名する３名 
の委員により行い、本条第９項に従って判定し、第１２項に従 
って院長に報告する。治験審査委員会委員長は、次回の治験審 
査委員会で迅速審査の内容と判定を報告する。 
なお、委員長が当該迅速審査の対象となる治験の関係者である 
場合は、副委員長と他の委員を指名して代行させる。 

 
第２章 治験審査委員会事務局 
 
（治験審査委員会事務局の業務） 
第６条 治験審査委員会事務局は、治験審査委員会委員長の指示

により、次の業務を行うものとする。 
（１）治験審査委員会の開催準備 
（２）治験審査委員会の会議の記録（Ｑ and Ａを含む）及び 
その概要（審議及び採決に参加した委員名を含む）の作成 

（３）治験審査結果通知書（（医）書式５）の作成及び院長へ 

の提出 
（４）記録の保存 
治験審査委員会で審査の対象としたあらゆる資料、会議の記 
録（Ｑ and Ａを含む）及びその概要、治験審査委員会が作 
成するその他の資料等を保存する。 

（５）その他治験審査委員会に関する業務の円滑化を図るため 
 に必要な事務及び支援 

２ 治験審査委員会事務局は次の各号に示すものをホームページ

等に公表する。  
（１）治験審査委員会標準業務手順書 
（２）委員名簿 
（３）会議の記録の概要 
（４）治験審査委員会の開催予定日 

３ 本条前項に関して変更があった場合は直ちに更新し、履歴を

作成するものとする。なお、本条前項第３号の会議の記録の概

要については治験審査委員会の開催後２か月以内を目処に公表

するものとする。 
４ 治験審査委員会事務局は会議の記録（Ｑ and Ａを含む）の

概要の公表の際、治験責任医師（自ら治験を実施する者）より

知的財産権を侵害する内容が含まれていないか事前に確認した

い旨の求めがあった場合には、これに応じると共に、必要に応

じてマスキング等の措置を講じた上で公表する。 
 
第３章 記録の保存 
 
（記録の保存責任者） 
第７条 治験審査委員会における記録の保存責任者は治験審査委

員会事務局長とする。 
２ 治験審査委員会において保存する文書は以下のものである。 
（１）当標準業務手順書 
（２）委員名簿（委員の職業、所属及び資格を含む） 
（３）提出された文書 
（４）会議の記録（Ｑ and Ａを含む）及びその概要（審議 
及び採決に参加した委員名を含む） 

（５）書簡等の記録 
（６）その他必要と認めたもの 

 
（記録の保存期間） 
第８条 治験審査委員会における保存すべき文書は、（１）又は

（２）の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとす

る。ただし、治験責任医師（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、保存期間及び保存方

法について治験責任医師（自ら治験を実施する者）と協議する

ものとする。 
（１）当該被験薬に係る製造販売承認日（開発を中止した又は 
臨床試験の試験成績に関する資料が申請書に添付されていな 
いことを決定した旨の通知を受けた場合にはその通知を受け 
た日） 

（２）治験の中止又は終了後３年が経過した日 
２ 治験審査委員会は、院長を経由して、治験責任医師（自ら治

験を実施する者）より前項にいう承認取得あるいは開発の中止

等に関する報告（（医）書式１８）を受けるものとする。 
 
（附則） 
本手順書は、平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年５月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は、平成２５年７月１日より施行する。 
本手順書は、平成２７年５月１日より施行する。 
 
 



医師主導治験に係る監査の受入れに関する標準業務手順書 
 
第１条 目的 
本手順書は、自ら治験を実施する者（自ら治験を実施する者が 
業務を委託した者を含む。以下同じ。）による監査の受入れに 
関し、必要な手順を定めるものである。 

２ 医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令第２条２２項に定める「自ら

治験を実施しようとする者」及び２３項に定める「自ら治験を

実施する者」を、本手順書においては「自ら治験を実施する

者」という。 
 
第２条 監査担当者の確認 

治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、監 
査担当者の氏名等を確認する。 

 
第３条 監査の方法等の確認 
治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、監 
査の計画及び手順について監査担当者に確認する。なお、治験 
の実施状況等を踏まえて計画及び手順と異なる監査を行う必要 
が生じ得ることに留意する。 

 
第４条 原資料等の内容・範囲の確認 

治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、直 
接閲覧の対象となる原資料等の内容及び範囲について治験実施 
計画書等に基づいて監査担当者に確認する。なお、治験の実施 
状況等を踏まえてその追加、変更を行う必要が生じ得ることに 
留意する。 

 
第５条 監査の申し入れ受付 

治験事務局は、監査担当者から当院を訪問して行う監査実施の 
申し入れを受けたとき、可及的速やかに監査担当者と訪問日時 
等を調整し、決定する。 

２ 治験事務局は、監査の内容及び手順を監査担当者に確認し、

当院の応対者を定める。 
３ 原資料等と症例報告書その他の治験責任医師（自ら治験を実

施する者）への報告書及び通知文書等との照合が行われるた

め、治験事務局は、被験者のプライバシーの保護と照合作業が

可能な場所を準備する。 
４ 治験事務局は当該監査の範囲が標準業務手順書（医師主導治

験）第１３条に規定される外部治験審査委員会保管資料等に関

わる場合は当該外部治験審査委員会事務局に対応を依頼する。 
 
第６条 監査の受入れ時の対応 
治験事務局は、訪問した監査担当者の氏名等を確認する。 

２ 治験事務局は、直接閲覧の対象となった原資料等が適切に準

備され、直接閲覧終了後は当該原資料等が適切に返却されてい

ることを確認する。 
 
第７条 監査終了後の対応 
 監査終了後、監査担当者より院長と責任医師（自ら治験を実施 
する者）に対して監査報告書の提出を受けるものとする。提案 
事項等が示された場合、治験責任医師（自ら治験を実施する 
者）及び治験事務局等は対応を決定する。必要に応じ、治験事 
務局は対応等を院長に報告する。 

２ 治験責任医師（自ら治験を実施する者）及び治験事務局等

は、監査担当者から提案事項等に対する対応を確認したい旨の

要請があった場合、これに応じる。 
 
（附則） 
本手順書は、平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年５月１日より施行する。 

本手順書は、平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は、平成２５年７月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



医師主導治験に係る 

直接閲覧を伴うモニタリングの受入れに関する標準業務順書 
 
第１条 目的 
本手順書は、医師主導治験において自ら治験を実施する者が指 
名したモニタリング担当者に実施させる直接閲覧を伴うモニタ 
リングの受入れに関し、必要な手順を定めるものである。 

２ 医薬品及び医療機器ＧＣＰ省令第２条２２項に定める「自ら

治験を実施しようとする者」及び２３項に定める「自ら治験を

実施する者」を、本手順書においては「自ら治験を実施する

者」という。 
 
第２条 モニタリング担当者の確認 
 治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、モ 
ニタリング担当者（以下「モニター」という。）の氏名等を確 
認する。 

 
第３条 モニタリングの方法等の確認 

治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、モ 
ニタリングの計画及び手順についてモニターに確認する。な 
お、治験の実施状況等を踏まえて計画及び手順と異なるモニタ 
リングを行う必要が生じ得ることに留意する。 

 
第４条 原資料等の内容・範囲の確認 

治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、直 
接閲覧の対象となる原資料等の内容及び範囲について治験実施 
計画書等に基づいてモニターに確認する。なお、治験の実施状 
況等を踏まえてその追加、変更を行う必要が生じ得ることに留 
意する。 

 
第５条 モニタリングの申し入れ受付 

治験事務局は、モニターからモニタリング実施の申入れを受け 
たとき、可及的速やかにモニターと訪問日時等を調整し、決定 
する。 

２ 治験事務局は、モニタリングの内容及び手順をモニターに確

認し、当院の応対者を定めるとともに、必要な原資料及び適切

な場所等の準備、手配をする。 
３ 直接閲覧を伴うモニタリングの場合には、原資料等と症例報

告書その他の治験責任医師（自ら治験を実施する者）への報告

書及び通知文書等との照合等が雄壊れるため、治験事務局は、

被験者のプライバシーの保護の観点から照合作業が可能な場所

を準備する。 
４ 治験事務局は当該モニタリングの範囲が標準業務手順書（医

師主導治験）第１３条に規定される外部治験審査委員会保管資

料等に関わる場合には、当該外部治験審査委員会事務局に対応

を依頼する。 
 
第６条 モニタリングの受入れ時の対応 
 治験事務局は、訪問したモニターの氏名等を確認する。 
２ 治験事務局は、直接閲覧の対象となった原資料等が適切に準

備され、直接閲覧終了後は当該原資料等が適切に返却されてい

ることを確認する。 
 
第７条 モニタリング終了後の対応 
 モニタリング終了後、モニターより院長と治験責任医師（自ら 

治験を実施する者）に対しモニタリング報告書の提出を受ける 
ものとする。問題事項等が示された場合には治験責任医師（自 
ら治験を実施する者）、治験事務局等は関連者と協議し、対応 
を決定する。必要に応じ、治験事務局は対応等を院長に報告す 
る。 

２ 治験責任医師（自ら治験を実施する者）、治験事務局等は、

モニターから問題事項等に対する対応を確認したい旨の要請が

あった場合、これに応じる。 
 
（附則） 
本手順書は、平成２３年８月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年５月１日より施行する。 
本手順書は、平成２４年１０月１日より施行する。 
本手順書は、平成２５年７月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

病院情報システムの利用を伴う治験モニタリング・ 

監査の受け入れに関する標準業務手順書 
 
（目的） 
第１条 本手順書は、治験依頼者(治験依頼者が業務を委託した

者を含む｡以下同じ。）又は自ら治験を実施する者（自ら治験を

実施する者が業務を委託した者を含む。以下同じ｡）による直

接閲覧を伴うモニタリングおよび監査の受入れに関し、病院情

報システムの閲覧に必要な手順を定めるものである。 
 
（病院情報システムの運用） 
第２条 治験事務局は、病院情報システムの使用に際し、治験依

頼者又は自ら治験を実施する者とシステム管理室の仲介を行

い、円滑なシステム運用を心がける。 
 
（病院情報システム利用許可申請書） 
第３条 モニタリング担当者および監査担当者（以下、「モニタ

リング担当者等」という。）は､契約の締結後､モニタリングま

たは監査を開始する可能性のある日より前に病院情報システム

利用許可申請書（小倉書式１）を治験事務局に提出する。な

お、病院情報システム利用許可申請書は、初回申請時のみ必要

とし、モニタリング担当者等１名につき、１枚ずつ提出するも

のとする。 
２ モニタリング担当者等は、担当が変更した場合には、新たに

病院情報システム利用許可申請書を治験事務局に提出する。 
３ モニタリング担当者等は、利用期間が延長になった場合に

は、新たに病院情報システム利用許可申請書を治験事務局に提

出する。 
 
（利用者ＩＤおよび初期パスワードの取得） 
第４条 治験事務局は、モニタリング担当者等が提出した病院情

報システム利用許可申請書を決裁後、システム管理室に提出

し、利用者ＩＤおよび初期パスワードの発行を依頼する（参照

専用の権限）。 
２ システム管理室は、利用者ＩＤおよび初期パスワードを記載

した病院情報システム利用許可申請書を治験事務局に渡して通

知する。 
３ 治験事務局は、治験課題名毎に申請書を保管し、モニタリン

グおよび監査時の病院情報システム閲覧に使用する。 
 
（利用者ＩＤおよびパスワードの管理） 
第５条 治験事務局は、利用者ＩＤおよび初期パスワードが記載

された病院情報システム利用許可申請書の原本を治験終了まで

治験事務局で保管する。 
２ モニタリング担当者等の変更および利用期間の変更時には、

同様の処理を行い、その記録を保管する。 
３ 初期パスワードは、モニタリング担当者等が自ら変更し管理

する。 
４ 付与されたパスワードは予め期限を設定し、定期的な変更を

行い管理する。 
５ モニタリング担当者変更時、監査終了時および治験終了時に

は、今後その担当者がシステムを閲覧することが無いことを確

認し、利用者ＩＤの廃止をシステム管理室へ依頼する。その

際、該当者の病院情報システム利用許可申請書に廃止日を記入

してシステム管理室へ提出し、廃止作業終了後、システム管理

室は申請書を治験事務局へ戻す。 
 
 

（閲覧対象患者等の登録) 
第６条 モニタリングおよび監査実施前に、治験依頼者より提出

された直接閲覧実施連絡票（参考書式２）等に基づき、治験事

務局は利用者ＩＤ毎に閲覧可能な患者を登録する。 
 
（モニタリングおよび監査の受入れ時の対応） 
第７条 治験事務局は、訪問したモニタリング担当者等が治験依

頼者又は自ら治験を実施する者によって指名された者であるこ

とを確認する。 
２ 治験事務局は、病院情報システムの参照に際し、システム利

用時にモニタリング担当者等と同席し、ログイン、ログアウト

の確認を行い、円滑なモニタリングおよび監査が行われるよう

配慮する。 
３ モニタリング担当者等は、ログインする際、病院情報システ

ム閲覧管理台帳へ必要事項を記載し、閲覧の記録を残すこと。 
４ その他は、独立行政法人国立病院機構小倉医療センター直接

閲覧を伴うモニタリングの業務手順書および監査の受入れに関

する業務手順書（企業主導治験および医師主導治験）に基づい

てモニタリングおよび監査を行う。 
 
（附則） 
この手順書は、平成２５年２月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成３０年３月１４日規程第９号 

 

独立行政法人国立病院機構臨床研究審査委員会設置規程 
 
（目的） 
第１条 臨床研究法（平成２９年法律第１６号。以下「法」とい

う。）における特定臨床研 究および臨床研究の実施を推進する

ため、法第２３条第１項に基づき、独立行政法人国 立病院機

構本部（以下「本部」という。）並びに東京医療センター、名

古屋医療センター、 大阪医療センター及び九州医療センター

（以下「設置施設」という。）に独立行政法人国 立病院機構臨

床研究審査委員会（以下「臨床研究審査委員会」という。）を

設置する。 

 

（委員会の名称） 

第２条 本部及び各設置施設の臨床研究審査委員会の名称は次の

各号とする。  

一 独立行政法人国立病院機構本部臨床研究審査委員会 

二 独立行政法人国立病院機構東京医療センター臨床研究審査 

委員会  

三 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床研究審 

査委員会  

四 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床研究審査 

委員会 

五 独立行政法人国立病院機構九州医療センター臨床研究審査 

委員会 

 

（厚生労働大臣の認定） 

第３ 条理事長は、臨床研究審査委員会の設置にあたっては、厚 

生労働大臣の認定を受け なければならない。 

 

（組織） 

第４条 臨床研究審査委員会は、法第２３条第４項の要件を満た 

す者で構成する。 

２ 本部の臨床研究審査委員会の委員は理事長が、各設置施設の 

臨床研究審査委員会の委員は各設置施設の病院長（以下「各病 

院長」という。）が委嘱し、又は任命する。 

 

（運営等） 

第５条 本部の臨床研究審査委員会の運営等については理事長、 

各設置施設の臨床研究審査委員会の運営等については各病院長 

が別に定めるところにより行う。 

 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に当たっ 

て必要な事項は理事長が定める。 

  

 

附則 

（施行期日）  

この規程は、平成３０年３月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



独立行政法人国立病院機構本部臨床研究審査委員会手順書 
 
（目的） 
第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構臨床研究審査委 

員会設置規程（平成３０年規程第９号。以下「設置規程」とい 
う。）に基づき、独立行政法人国立病院機構本部臨 床研究審査 
委員会（以下「本委員会」という。）の運営に関する手続き等 
を定める。 

 
（用語の定義） 
第２条 本手順書における各用語の定義は特に定める場合を除 

き、臨床研究法（平成２９年法律第１６号。以下「法」とい 
う。）、同法施行令（平成３０年政令第４０号。以下「施行令」 
という。）及び同法施行規則（平成３０年厚生労働省令第１７ 
号。以下「規則」という。）の定めるところによる。 

 
（責務） 
第３条 本委員会は、次の各号に掲げる業務（以下「審査意見業 
務」という。）を行う。 
一  法第５条第３項（法第６条第２項において準用する場合を 
含む。）の規定により意見を求められた場合において、実施 
計画について臨床研究実施基準に照らして審査を行い、特定 
臨床研究を実施する者に対し、特定臨床研究の実施の適否及 
び実施に当たって留意すべき事項について意見を述べる業務 

二 法第１３条第１項の規定により報告を受けた場合におい 
て、必要があると認めるときは、特定臨床研究実施者に対 
し、当該報告に係る疾病等の原因の究明又は再発防止のため 
に講ずべき措置について意見を述べる業務 

三 法第１７条第１項の規定により報告を受けた場合におい 
て、必要があると認めるときは、特定臨床研究実施者に対 
し、当該報告に係る特定臨床研究の実施に当たって留意す 
べき事項又は改善すべき事項について意見を述べる業務 

四 前三号のほか、必要があると認めるときは、本委員会の名 
 称が法第５条第１項第８号の臨床研究審査委員会として記載 
されている実施計画により特定臨床研究を実施する者に対 
し、当該特定臨床研究を臨床研究実施基準に適合させるため 
に改善すべき事 項又は疾病等の発生防止のために講ずべき 
措置について意見を述べる業務 

２ 本委員会が前項第三号に規定する業務を行う場合は、次の各 
号に掲げる項目を含むものとし、原則として、研究責任医師が 
厚生労働省へ申請した日から起算して、１年ごとに、当該期間 
満了後２ヶ月以内に実施する。 
一 当該特定臨床研究に参加した特定臨床研究の対象者の数 
二 当該特定臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経 
 過 
三 当該特定臨床研究に係る法、施行令、規則及び研究計画書 
に対する不適合の発生状 況及びその後の対応 

四 当該特定臨床研究の安全性及び科学的妥当性についての評 
価  

五 当該特定臨床研究の利益相反管理に関する事項 
六 その他、本委員会が必要と認めるもの 

３ 本委員会は、法第２１条の規定により臨床研究（特定臨床研 
究を除く。）の実施に関する計画に係る意見を求められ、これ 
に応じた場合には、第１項各号に掲げる業務と同様の業務を行 
う。 

 
（委員の構成） 
第４条 本委員会の委員は、次の各号に掲げる者から理事長が委 
嘱し、又は任命する。 
一 医学又は医療の専門家 

 

 
二 臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人 
権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫 
理に関する識見を有する者 

三 前各号以外の一般の立場の者 
２ 本委員会の委員構成は、次の各号の要件を満たすものとす 
る。  
一 委員が５名以上であること。 
二 男性及び女性がそれぞれ１名以上含まれていること。 
三 同一の医療機関（当該医療機関と密接な関係を有するもの 
を含む。）に所属している者が半数未満であること。 

四 独立行政法人国立病院機構に属しない者が２名以上含まれ 
ていること。 

 
（委員の任期） 
第５条 委員の任期は原則２年、最長３年とし、再任を妨げな 

い。ただし、委員に欠員が 生じたときは、これを補充し、そ 
の任期は前任者の残任期間とする。 

 
（委員長及び副委員長） 
第６条 本委員会に委員長及び副委員長を１名ずつ置き、委員長 
及び副委員長は理事長が委員の中から指名する。 

２ 委員長は委員会を招集し、その会議の長となるとともに会を 
統括する。又委員長は本 委員会における審査結果を臨床研究 
を実施する者に通知する。 

３ 委員長に何らかの事由があり職務を行えない場合には、副委 
員長がその職務を代行する。また、委員長及び副委員長が共に 
職務を行えない場合は、委員の互選により委員のうち１名がこ 
れを行う。なお、副委員長以外の者が代行する場合は、議事録 
等に代行する旨とその理由を記録する。 

 
（成立要件） 
第７条 本委員会が審査業務を行う際には、次の各号に掲げる要 
件を満たさなければならない。 
一 ５名以上の委員が出席していること。 
二 男性及び女性の委員がそれぞれ１名以上出席しているこ 
と。 

三 第４条第１項に掲げる者がそれぞれ１名以上出席している 
こと。 

四 同一の医療機関（当該医療機関と密接な関係を有するもの 
を含む。）に所属している 者が出席委員の半数未満である 
と。 

五 独立行政法人国立病院機構に属しない者が２名以上出席し 
ていること。 

 
（技術専門員の評価） 
第８条 本委員会は、実施計画の新規審査を行うに当たっては、 

技術専門員からの評価書 を確認しなければならない。 
２ 前項以外の審査意見業務を行うに当たっては、必要に応じ、 
技術専門員から意見を聴 かなければならない。 

３ 技術専門員は、次の各号に掲げる者とする。 
一 審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家 
二 毒性学、薬力学、薬物動態学等の専門的な知識を有する臨 
床薬理学の専門家、生物統計家その他の臨床研究の特色に応 
じた専門家 

４ 委員長は、臨床研究の特色に応じ、技術専門員に評価書の作

成を行うことを依頼する。 
 
 
 



（本委員会の業務） 
第９条 本委員会は、その責務の遂行のために、臨床研究を実施 

する研究責任医師から次 の各号に掲げる最新の資料を入手し 
なければならない。 
一 実施計画  
二 研究計画書 
三 医薬品等の概要を記載した書類 
四 当該研究計画書に基づく臨床研究の実施に起因するものと 
疑われる疾病等が発生した場合の対応に関する手順書 

五 モニタリングに関する手順書及び監査に関する手順書を作 
成した場合は当該手順書  

六 利益相反管理基準及び利益相反管理計画 
七 研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書  
八 統計解析計画書を作成した場合は、当該統計解析計画書 
九 実施計画の新規審査を行うに当たり、当該実施医療機関の 
実施体制等が把握できる資料 

十 国立病院機構共同臨床研究事業において実施する場合は、 
特定臨床研究の実施に起因するものと疑われない疾病等につ 
いて本委員会へ報告するための資料 

十一 その他、本委員会が必要と認める資料  
２ 第３条に規定する審査意見業務を行うに当たり、本委員会が 

必要と認めた場合は、実地にて調査を行うことができる。ま 
た、本委員会で意見を述べた臨床研究において、特段の必要が 
あると本委員会が認めた場合は、実地にて調査を行うことがで 
きる。 

 
（緊急措置） 
第１０条 本委員会は、第３条第１項第２号又は第４号に規定す 
る業務を行う場合であって、臨床研究の対象者の保護の観点か 
ら緊急に中止その他の措置を講ずる必要がある場合には、委員 
長及び委員長が指名する委員による審査意見業務を行い、結論 
を得ることができる。ただし、この場合においては、後日、委 
員出席による委員会において結論を得なければならない。 

 
（簡便な審査） 
第１１条 本委員会は、審査意見業務の対象となるものが臨床研 
究の実施に重要な影響を与えないものである場合であって、本 
委員会の指示に従って対応するものである場合は、委員長のみ 
により、審査意見業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により審査意見業務を行った場合は、後日、委員 
出席による委員会において報告しなければならない。 

 
（実施計画の軽微な変更の取扱い） 
第１２条 研究責任医師が次の各号に掲げる軽微な変更を行っ 

た場合、本委員会は法第６条第３項に基づく通知を受理する。 
一 特定臨床研究に従事する者の氏名の変更であって、特定臨 
床研究に従事する者の変更を伴わないもの 

二 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 
２ 前項の規定により通知を受理した場合は、後日、委員出席に 
よる委員会において報告しなければならない。 

 
（審査意見業務への関与） 
第１３条 次の各号に掲げる委員又は技術専門員は、審査意見 

業務に参加してはならない。ただし、第二号、第三号又は第四 
号に該当する委員又は技術専門員は、本委員会の求め に応じ 
て、意見を述べることができる。 
一 審査意見業務の対象となる実施計画の研究責任医師又は研 
究分担医師である者 

二 審査意見業務の対象となる実施計画の研究責任医師と同一 
の医療機関の診療科に属する者 

三 審査意見業務の対象となる実施計画の研究責任医師と過去 
１年以内に多施設共同研究（特定臨床研究又は医師主導治験 

に該当するものに限る。）を、研究責任医師、治験責任医師  
又は治験調整医師として実施していた者 

四 審査意見業務を依頼した研究責任医師が属する医療機関の 
管理者である者 

五 審査意見業務を依頼した研究責任医師又は審査意見業務の 
対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等 
と密接な関係を有している者であって、当該審査意見業務に 
参加することが適切でない者 

 
（委員会の結論） 
第１４条 本委員会における審査意見業務に係る結論を得るに当 
たっては、出席委員全員 から意見を聴いた上で、原則とし 
て、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならな 
い。ただし、委員会において議論を尽くしても、出席委員全員 
の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意 
見を当該委員会の結論とすることができる。 

２ 諸事情により開催場に出席できない委員においては、映像と 
音声の送受信により委員会の進行状況を確認しながら通話する 
ことができる方法によって参加することができる。 

３ 本委員会の結論は、「承認」「不承認」「継続審査」のいずれ 
かとする。 

 
（厚生労働大臣への報告） 
第１５条 本委員会は、第３条第１項第二号から第四号までの意 

見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告 
しなければならない。 

 
（事務局） 
第１６条 本委員会事務局（以下「事務局」という。）を独立行 
政法人国立病院機構本部総合研究センター臨床研究統括部内に 
設置する。 

２ 事務局には事務局長を置き、臨床研究統括部長の職にある者 
を充てる。 

３ 事務局内に審査意見業務に関する苦情及び問合せ並びに審査 
意見業務依頼に関する相 談を受け付けるための相談窓口を設 
置し、その連絡先を公表する。 

４ 相談窓口では、研究対象者等からの苦情・問合せに対して、 
できるだけ平易な表現を用いて説明し、真摯に対応するものと 
する。 

５ 相談窓口の担当者は、苦情及び問合せの内容が倫理的又は科 
学的に重大な事項である場合には速やかに臨床研究統括部長に 
報告するものとする。臨床研究統括部長は必要な調査を行い、 
遅滞なく、理事長及び委員長にその内容を報告しなければなら 
ない。 

６ 理事長は、運営に関する事務を行う者を指名し、次の各号の 
用件を満たすものとする。  
一 運営に関する事務を行う者が４名以上であること。 
二 運営に関する事務を行う者のうち２名は、臨床研究審査委 
員会等の事務局業務について１年以上の経験年数を有する専 
従者であること。 

 
（契約） 
第１７条 本委員会が審査意見業務の依頼を受ける場合、理事 

長は依頼をする者とあらかじめ契約等を締結する。 
 
（手数料） 
第１８条 本委員会は、審査意見業務の依頼を受ける際に依頼 

をする者から次項に定める審査に要する費用（以下「審査料」 
という。）を徴収する。 

２ 審査料は、別表に掲げる区分に応じ、１件につき、同表に定 
める額とする。 

３ 受領した審査料は、返還しない。 



（記録等の作成及び保存） 
第１９条 理事長は、本委員会における次の各号に掲げる事項 
を含む審査意見業務の過程に関する記録を作成する。 
一 開催日時  
二 開催場所  
三 議題 
四 実施計画を提出した研究責任医師等の氏名及び実施医療機 
関の名称 

 五 審査意見業務の対象となった実施計画を受け取った年月日 
六 審査意見業務に出席した者の氏名及び評価書を提出した技 
術専門員の氏名 

七 委員の利益相反の関与に関する状況（審査意見業務に参加 
できない委員等が、委員会の求めに応じて意見を述べた場合 
は、その事実と理由を含む） 

八 結論及びその理由（出席委員の過半数の同意を得た意見を 
委員会の結論とした場合には、賛成・反対・棄権の数）を含 
む議論の内容 

２ 理事長は、前項の規定により作成した記録、審査意見業務を 
行うために研究責任医師から提出された書類及び本委員会の結 
論を研究責任医師に通知した文書の写しを、当該審査意見業務 
に係る臨床研究が終了した日から５年間保存する。 

３ 理事長は、本委員会の認定申請の際の申請書及びその添付書 
類並びに委員名簿を本委員会の廃止後５年間保存する。 

 
（帳簿の備付け） 
第２０条 理事長は、次の各号に掲げる事項を審査意見業務に 

関する事項を記録するための帳簿を備え、最終の記載の日から 
５年間、保存する。 
一 審査意見業務の対象となった臨床研究の研究責任医師等の 
氏名及び実施医療機関の名称 

二 審査意見業務を行った年月日 
三 審査意見業務の対象となった臨床研究の名称 
四 疾病等や不適合の報告があった場合には、報告の内容 
五 疾病等や不適合の意見を述べた場合には、意見を述べる必 
要があると判断した理由  

六 述べた意見の内容 
 
（教育研修） 
第２１条 委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う者は、 
あらかじめ教育を受けなければならない。また、委員及び運営 
に関する事務を行う者は、年１回以上教育を受けなければなら 
ない。技術専門員は、必要に応じて年１回以上教育を受けなけ 
ればならな い。 

２ 理事長は、前項の教育研修を受ける機会を確保する。 
 
（情報の公表） 
第２２条 理事長は、本手順書、委員名簿その他臨床研究審査委 
員会の認定に関する事項及び審査意見業務の過程に関する記録 
を、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより 
公表する。 

２ 理事長は、研究責任医師が、臨床研究審査委員会に関する情 
報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することがで 
きるよう、次の各号に掲げる事項をウェブサイト上で公表す 
る。 
一 審査料 
二 開催日程  
三 受付日 
四 審査結果通知日 
五 申請相談先及び相談内容  
六 受付状況 
 

（公正な運営） 
第２３条 本委員会は、審査意見業務を行う順及び内容につい 

て、審査意見業務を依頼する者にかかわらず公正な運営を行 
う。 

２ 理事長は、本委員会が独立した公正な立場において審査意見 
業務を行えるよう、活動の自由及び独立性を保障する。 

３ 審査意見業務の透明性を確保するため、本手順書及び委員名 
簿について、厚生労働省が整備するデータベースに記録するこ 
とにより公表する。 

４ 本委員会は、年１２回以上かつ定期的な開催を予定する。 
 
（秘密保持義務） 
第２４条 本委員会の委員、技術専門員、審査意見業務に従事す 

る者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その審査 
意見業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 
（委員会の廃止） 
第２５条 理事長は、本委員会を廃止するときは、あらかじ 

め、本委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に通知す 
るとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 

２ 理事長は、本委員会に実施計画を提出していた研究責任医師 
に対し、当該臨床研究の実施に影響を及ぼさないよう、他の認 
定臨床研究審査委員会を紹介する等の適切な措置を講じなけれ 
ばならない。 

３ 理事長は、本委員会を廃止後５年間は設置規程、委員名簿及 
び第２０条に基づき備えた帳簿を保存しなければならない。 

 
（雑則） 
第２６条 この手順書に定めるもののほか、本委員会の運営に関 

し必要な事項は、別に定める。 
 
附則 この手順書は、厚生労働大臣の認定の日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



余剰検体の業務、教育、研究のための使用について 
あなたが小倉医療センターで診療をうけられますと、あなたの病気やあなた自身に関する様々 

な検査試料や診療情報などが発生します。 

例：病歴（カルテ）、レントゲン写真などの画像情報、血液などの検査試料、生検試料（内 

視鏡検査などの際に採取した組織の一部）、手術で切除した組織やその写真 など 

それらの試料や情報は、診療上不必要となった場合でも、医学研究のための大切な試料となる 

ことがあります。 

 

余剰検体の研究への利用 

小倉医療センターは、診療後に不要になった検体（以下これらを「余剰検体」と総称します） 

を研究検体とさせていただく場合、原則として検体の提供者である患者さんに研究への利用の同 

意をいただくことになっていますが、研究対象となる患者さんご本人全てから同意を取ることが 

不可能と判断した場合、その判断が妥当であり、その研究が公衆衛生の向上のために特に必要で、 

かつ、被験者となる者が被験者となることを拒否できるよう研究内容を公開することを前提に小 

倉医療センター倫理審査委員会の審査において承認されれば、病院長の許可を持って患者さんの 

同意なしに余剰検体を研究に利用をさせていただきます。ただし、ヒトゲノム・遺伝子解析研究 

に関しては、原則、文書による同意を必須としています。 

余剰検体の利用については「臨床検査を終了した検体の業務、教育、研究のための使用につい 

て－日本臨床検査医学会の見解－」、「病理検体の目的外使用に関する提言－日本病理学会」、「臨 

床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す 

る倫理指針」、「個人情報保護法」を遵守し行っております。 

研究で使用する余剰検体に係わる個人情報の保護 

・ 小倉医療センターで行われる研究においては、申請された研究毎に小倉医療センター倫理審査 

委員会で個人情報が厳格に保護されていることを審査し、それに適合した研究のみが承認され 

ています。 

・ 連結不可能匿名化（個人を識別できないように、検体に対応する個人情報すべてを不可逆的に 

削除すること）されている余剰検体の場合、研究への使用は指針に基づき許可されています。 

付記 

１．上記のうち、同意しがたい事項がある場合は、御手数ですが担当医へお申し出いただき、 

不同意書（別紙）をご提出ください。 

２．お申し出がないものについては、上記の運用で余剰検体を取り扱わせていただきます。 

３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

４．この件に関するご質問は、担当医にお尋ねください。 

電話 093-921-8881 （代表） 

平成 23年 7月  小倉医療センター 院長 

 

 

 

 

 



余剰検体の業務、教育、研究への使用に関する不同意書 
 
独立行政法人国立病院機構 
小倉医療センター 院長 殿 
 
 
私は、「余剰検体の業務、教育、研究への使用」に対し、下記に印をつけた項目に関しては同 

意することはできません。 
 

□病歴（カルテ） 
□画像情報 
□検査試料 
□生検試料 
□手術で切除した組織やその写真 
□その他 

 
【ご本人様】 
不同意日：平成（西暦）   年   月   日 患者氏名               

（署名）  
                                         
【代諾者様】 

患者氏名                  

不同意日：平成（西暦）    年   月   日 

代諾者氏名             （本人との関係：   ） 
（署名） 

 
 

            ※注；患者様本人の署名がある場合は、代諾者様の署名は不要です。 
 
 
 ※カルテ記載後に署名すること。 

 
主治医氏名                   

（署名） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

学会施設等認定一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立病院機構小倉医療センター学会施設等認定一覧 

日本医学放射線学会認定放射線科専門医修練機関 

日本肝臓学会認定施設 

日本眼科学会専門医制度研修施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本血液学会専門医研修施設 

日本外科学会外科専門医制度修練施設 

日本高血圧学会専門医認定施設 

日本呼吸器学会関連施設 

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 

日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 

日本周産期・新生児医学会（新生児）専門医制度研修施設 

日本周産期・新生児医学会（母体・胎児）専門医制度研修施設 

日本消化器外科学会専門医修練施設 

日本消化器内視鏡学会指導施設 

日本消化器病学会認定施設 

日本小児科学会認定小児科専門医研修支援施設 

日本小児科学会小児科専門医研修施設 

日本小児外科学会専門医育成認定施設 

日本小児神経学会研修関連施設 

日本小児循環器学会小児循環器専門医修練施設群認定施設 

日本栄養療法推進協議会ＮＳＴ稼働施設 

日本整形外科学会専門医制度研修施設 

日本精神神経学会専門医制度研修施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本内科学会認定医制度教育関連病院 

日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設 

日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設 

日本肥満学会認定肥満症専門病院 

日本病理学会研修登録施設 

日本麻酔科学会麻酔指導病院認定施設 

日本臨床細胞学会認定施設 

呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医関連施設 

福岡県肝疾患専門医療機関 

日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼働施設 

 

 



編集後記 

 

臨床研究部長 堤 宣翁 

 

 今年もいち早く、小倉医療センター臨床研究部業績年報を発行いたします。 

当院では現在、新外来管理棟・精神科病棟の移転に向けて、新築工事が進んでいます。工事も終 

盤を迎え、ようやく建物全体の外観を見ることができるようになってきました。昭和 30年代に造

られた現在の管理棟・放射線棟・検査棟など、昭和レトロな建物が見られるのも、もう少しの間 

だけと思うと、かえって愛おしいような気持ちにもなってきます。今年８月の竣工・10 月の移転 

に向けて、事務部門など恐らく多忙な日々が続いていることだと思います。これまで順調に工事 

を進めていただきました、職員の皆様に感謝いたします。そして、これからも安定した病院経営 

が続けられるよう、小倉医療センターの職員が一丸となって努力していきたいと思います。 

また臨床研究部では、昨年から今年にかけて５分野の研究室長のうち４名が交代となりました。 

今後とも新しいメンバーで、臨床研究・治験・業績等がさらに増えていくよう期待しています。 

 最後に、今年度も膨大な資料を素早くまとめていただきました臨床研究部事務担当の近藤さん

に、改めて感謝の意を表したいと思います。 
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