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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  山 下  博 德 

 

 2020 年度の年報を皆様にお届けします。2019 年末に中国の湖北省武漢市よ

り始まったとされる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、今もなお変異を

続けつつ世界中で猛威を振るっております。当たり前の日常が当たり前ではな

くなり、当初は学会や講演会の中止が相次いだために、今回の研究業績に大き

な影響をきたしております。その後、Web やハイブリッド開催が推し進められ、

少しは持ち直されつつありますが、今もなお予断を許さない状況です。 

当院では 2020 年 4 月にコロナ専用病棟を開設して、ただちに患者の受け入れ

を開始しました。その後は発熱外来、医療従事者への新型コロナワクチン接種

や集団接種会場における要注意者接種の受け入れ等を行ってきました。さらに

エッセンシャルワーカーへの集団接種では、全日程で医師 3 名、看護師 5 名を

派遣致しております。まさに今年の病院目標の一つである「公的病院としての

責務を認識し、その実行に努力する。」を胸に刻みつつ、職員一同が一致協力し

て取り組んでくれています。あえて年報の数字に表れることのない当院職員の

底力を皆様にお伝えし、巻頭言と致します。 

来年は新型コロナウイルス感染症を克服して、立派な年報を皆様のもとにお届

けできるように頑張りたいと思います。 

最後に、編集委員長の大藏尚文副院長をはじめ、本業績集の編集にご協力頂

いた各診療科、各部署の責任者の方々に心より感謝の意を表しますとともに、

皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。 
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臨床研究部長のことば 

 

 臨床研究部長代行  大藏 尚文 

 

 2020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 140 の病院ネットワーク内に 10カ所の臨床研究

センター・77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 

Eiichi Ogawa, Hideyuki Nomura, Makoto Nakamuta, Norihiro Furusyo,  

Toshimasa Koyanagi, Kazufumi Dohmen, Aritsune Ooho, Takeaki Satoh, Akira Kawano, 

Eiji Kajiwara, Kazuhiro Takahashi  , Koichi Azuma, Masaki Kato, Shinji Shimoda, 

Jun Hayashi, The Kyushu University Liver Disease Study (KULDS) Group： 

Tenofovir Alafenamide After Switching From Entecavir or Nucleos(t)ide Combination 

Therapy for Patients With Chronic Hepatitis B 

Liver INTERNATIONAL 40(7)：1578-89, 2020 

 

Eiichi Ogawa, Hideyuki Nomura, Makoto Nakamuta, Norihiro Furusyo, Eiji Kajiwara, 

Kazufumi Dohmen, Akira Kawano, Aritsune Ooho, Koichi Azuma, Kazuhiro Takahashi, 

Takeaki Satoh, Toshimasa Koyanagi, Yasunori Ichiki, Masami Kuniyoshi,  

Kimihiko Yanagita, Hiromasa Amagase, Chie Morita, Rie Sugimoto, Masaki Kato, 

Shinji Shimoda, Jun Hayashi, The Kyushu University Liver Disease Study (KULDS) 

Group： 

Development of Hepatocellular Carcinoma by Patients Aged 75-84 with Chronic 

Hepatitis C Treated with Direct-acting Antivirals   

The Journal of Infectious Diseases jiaa359 Online ahead of print, 2020 

 

Eiichi Ogawa, Hideyuki Nomura, Makoto Nakamuta, Norihiro Furusyo, Eiji Kajiwara, 

Kazufumi Dohmen, Akira Kawano, Aritsune Ooho, Koichi Azuma, Kazuhiro Takahashi, 

Takeaki Satoh, Toshimasa Koyanagi, Yasunori Ichiki, Masami Kuniyoshi,  

Kimihiko Yanagita, Hiromasa Amagase, Chie Morita, Rie Sugimoto, Masaki Kato, 

Shinji Shimoda, Jun Hayashi： 

Incidence of Hepatocellular Carcinoma after Treatment with Sofosbuvir-Based or 

Sofosbuvir-Free Regimens in Patients with Chronic Hepatitis C 

Cancers (Basel) 12(9)：2602, 2020 

 

 

 



Yasuhiro Tsukamoto, Junichi Kiyasu, Ilseung Choi, Mitsuo Kozuru, Naokuni Uike, 

Hayato Utsunomiya, Akie Hirata, Eriko Fujioka, Hirofumi Ohno, Eriko Nakashima, 

Yasuhiro Nakashima, Kaname Miyashita, Yoshimichi Tachikawa, Taisuke Narazaki, 

Mariko Tsuda, Shojiro Haji, Akiko Takamatsu, Emi Tanaka, Tatsuro Goto,  

Hiroshi Takatsuki, Makoto Oyama, Hiroki Muta, Yu Yagi, Motohiko Ikeda, 

Takamitsu Matsushima, Yuji Yufu, Youko Suehiro： 

Efficacy and Safety of the Modified EPOCH Regimen (Etoposide, Vincristine, 

Doxorubicin, Carboplatin, and Prednisolone) for Adult T-cell Leukemia/Lymphoma: 

A Multicenter Retrospective Study 

Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 20(7)：e445-53, 2020 

 

Satoshi Yamasaki, Akiko Kada, Ilseung Choi, Hiroatsu Iida, Naohiro Sekiguchi, 

Naoko Harada, Morio Sawamura, Takeshi Shimomura, Takuya Komeno, Takahiro Yano, 

Isao Yoshida, Shinichiro Yoshida, Kazutaka Sunami, Terutoshi Hishita,  

Hiroshi Takatsuki, Koichi Ohshima, Morishige Takeshita, Akiko M.Saito,  

Hiromi Iwasaki, Hirokazu Nagai： 

Phase II study of dose‐adjusted gemcitabine, dexamethasone, cisplatin, and 

rituximab in elderly relapsed diffuse large B‐cell lymphoma patients 

eJHaem 1(2)：507-16, 2020 

 

Satoshi Yamasaki, Hiroatsu Iida, Isao Yoshida, Takuya Komeno, Morio Sawamura, 

Morio Matsumoto, Naoshiro Sekiguchi, Terutoshi Hishita, Kazutaka Sunami,  

Takeshi Shimomura, Hiroshi Takatsuki, Shinichiro Yoshida, Maki Otsuka,  

Takeharu Kato, Yoshiaki Kuroda, Tadashi Ooyama, Yasuhiro Suzuki, Koichi Ohshima, 

Hirokazu Nagai, Hiromi Iwasaki： 

Comparison of prognostic scores in transplant-ineligible patients with peripheral 

T-cell lymphoma not otherwise specified and angioimmunoblastic T-cell lymphoma: 

a retrospective study from the national hospital organization in Japan 

Leukemia and Lymphoma Published online：1-9，09 Nov 2020 

 

Kouko Hidaka, Tetsushi Takeda, Yoshiaki Kinoshita, Kazuki Nabeshima,  

Sadafumi Tamiya, Yoshie Yoshikawa, Tohru Tsujimura: 

Development of mesothelioma in situ and its progression to invasive disease 

observed in a patient with uncontrolled pleural effusions for 15 years  

Pathology International 70(12)：1009-14,2020 

 

 

 

 



T. Takeda, S. So, T. Sakurai, S. Nakamura, I. Yoshikawa, S. Yada, S. Itaba,  

H. Yamagata, H. Akiho, N. Takatsu, Y. Wada, K. Ohtsu, T. Nagahama, K. Yao： 

Learning Effect of Diagnosing Depth of Invasion Using Non-Extension Sign in Early 

Gastric Cancer 

Digestion 101(2)：191-7, 2020 

 

Toshinori Nakashima, Hirosuke Inoue, Yoshihiro Sakemi, Masayuki Ochiai,  

Hironori Yamashita, Shouichi Ohga： 

Trends in Bronchopulmonary Dysplasia Among Extremely Preterm Infants in Japan, 

2003-2016 

J Pediat 230：119-25 e7, 2020 

 

Yoshie Matsubara, Ayumi Nanri, Kyoko Watanabe, Kumiko Shono, Takeshi Shono： 

A case of pneumatosis cystoides intestinalis complicated by intussusception 

Pediatrics International 62(8)：987-8, 2020 

 

Kazuki Yamazawa, Takanobu Inoue, Yoshihiro Sakemi, Toshinori Nakashima,  

Hironori Yamashita, Kaduki Khono, Hideki Fujita, Keisuke Enomoto,  

Kazuhiko Nakabayashi, Kenichiro Hata, Moeko Nakashima, Tatsuo Matsunaga,  

Akie Nakamura, Keiko Matsubara, Tsutomu Ogata, Masayo Kagami： 

Loss of imprinting of the human-specific imprinted gene ZNF597 causes prenatal 

growth retardation and dysmorphic features: implications for phenotypic overlap 

with Silver-Russell syndrome   

J Med Genet jmedgenet-2020-107019, 2020 

 

Yasutaka Funatsu, Kumiko Shono, Yoshiko Hashimoto, Takeshi Shirai, Takeshi Shono： 

Laparoscopic Abdominoscrortal Hydrocele: A Case Series 

Urology 145：236-42, 2020 

 

Toshihiro Miyamoto, Masaki Iino, Yasuji Komorizono, Toru Kiguchi,  

Nobufusa Furukawa, Maki Otsuka, Shohei Sawada, Yutaka Okamoto, Kenji Yamauchi, 

Toshitaka Muto, Tomoaki Fujisaki, Hisashi Tsurumi, Kimitoshi Nakamur：   

Screening for Gaucher Disease Using Dried Blood Spot Tests: A Japanese Multicenter, 

Cross-sectional Survey 

Internal Medicine 60(5)：699-707, 2021 

 

 

 



T. Okui, C. Nojiri, S. Kimura, K. Abe, S. Maeno, M. Minami, Y. Maeda, N. Tajima,  

T. Kawamura, N. Nakashima： 

Performance evaluation of case definitions of type 1 diabetes for health insurance 

claims data in Japan 

Bmc Medical Informatics and Decision Making 21(1)：7, 2021 

 

浦郷康平、西村和朗、石松真人、中並弥生、小野結美佳、藤川梨恵、北川麻里江、黑川裕介、 

近藤恵美、川上浩介、河村京子、德田諭道、元島成信、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

鏡視野での仙骨前面構造を把握するための工夫 ～安全な LSC導入のために～ 

日本女性骨盤底医学会誌 17(1)：110-4, 2020 

 

川上浩介、吉里俊幸、大藏尚文： 

妊娠中プロバイオティクス経口投与と産後１カ月におけるエジンバラ産後うつ病自己評価 

との関連についての後方視的検討 

日本周産期・新生児学会雑誌 56(2)：218-23, 2020 

 

藤 紘彰、糸長伸能、牟田龍史、古賀大貴、坂田 優、武森 渉、藤井史彦、佐藤亮介、

川口直樹、塩穴真一、岩松浩子、大野拓郎、井上敏郎： 

アデノウイルス感染後に活性化トロンボプラスチン時間（APTT）延長と下肢の血疱を来した 

小児の一例 

大分県立病院医学雑誌 47：29-32, 2020 

 

山下博德： 

来るべき医師の働き方改革を見据えた準備を 

北九州市医報 758 号：5-6, 2020 

 

山下博德： 

新型コロナウイルス診療に携わる医療機関への支援  

～救急の診療報酬をはじめとする財政支援について～ 

北九州市医報 759 号：5-7, 2020 

 

渡辺恭子、牧村美佳、山下尚志、中嶋敏紀： 

新生児におけるヨウ素過剰暴露の影響の検討 

北九州市医報 754 号：11-2, 2020 

 

山喜多悠一、牧村美佳、渡辺恭子： 

診断確定前より高ガラクトース血症に対して治療を開始し良好な経過をえられている新型 

「ガラクトース血症Ⅳ型」の 1例 

北九州市医報 754 号：5, 2020 



田邊麗子、末原伸泰、近沢信人、堤 親範、吉田真樹、鈴木宏往： 

洗剤誤飲長期経過後に難治性食道狭窄をきたした腐食性食道炎に対し腹腔鏡・胸腔鏡下に 

切除再建術を行った 1例 

日本内視鏡外科学会雑誌 25(3)：195-202, 2020 

 

堤 宏介、中房祐司、西山憲一、小倉康裕、井上重隆、小島雅之、本山健太郎、永井英司： 

良好な経過を示す乳腺腺様嚢胞癌の一例 －乳房痛と腫瘍の神経周囲浸潤像の関連性－ 

臨牀と研究 97(7)：897-902, 2020 

 

山田 裕、廣吉元正、吉田真樹、近沢信人、田邉麗子、轟木秀一、山﨑 徹： 

胃全摘後 Roux-en-Y再建症例に発生した胆管炎合併総胆管結石症に対して PTGBD後経胆嚢管的に 

バルーン乳頭拡張術を施行し治療しえた 2 例 

臨牀と研究 97(7)：885-8, 2020 

 

松原祥恵、中嶋敏紀、湯浅千春、山下尚志、石黒利佳、酒見好弘、山下博德： 

Hotz 床を装着した口唇顎裂，口蓋裂児の経口哺乳確立時期の検討 －片側と両側の比較－ 

日本新生児成育医学会雑誌 32(2)：193-7, 2020 

 

多田克彦、宮本康成、安日一郎、吉田瑞穂、萬 もえ、前川有香、大藏尚文、川上浩介、

山口 健、小川昌宜、兒玉尚志、野見山 亮、水之江知哉： 

分娩時大量出血における希釈性凝固障害の臨床データの特徴：他施設共同後ろ向き症例集積研究 

日本周産期・新生児学会雑誌 56(3)：417-23, 2020 

 

河田 興、酒見好弘、古賀寛史、久保井 徹、中村 信、盆野元紀、阿水利沙、上牧 勇、 

安成大輔、松下悠紀、寺田志津子、江頭智子、菅 幸恵、林 公一、五十嵐常雄、佐藤和夫、

込山 修、NHO成育ネットワーク（SSRI研究）： 

母体セロトニン再取り込み阻害薬、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬による

新生児不適応症候群の発症要因（特に併用薬）についての検討 

日本小児臨床薬理学会雑誌 32(1)：82-8, 2019（2020年 印刷発行） 

 

宗内 淳、落合由恵、渡邉まみ江、杉谷雄一郎、松岡良平、土井大人、江崎大起、山本順子、 

横田千恵、大村隼也、川口直樹、大野拓郎、清水大輔、山口賢一郎、高橋保彦： 

新生児・乳児早期の症候性動脈管開存症に対するカテーテル治療の有効性と安全性 

日本小児循環器学会雑誌 Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 36(2): 

133-42, 2020 

 

 

 

 



生野久美子、橋本佳子、白井 剛、田口匠平、上村哲郎、生野 猛： 

北九州地区では先天性停留精巣症例の 2倍多くの停留精巣手術が行われている

(Orchidopexy for the Double Numbered Cases with Congenital Cryptorchidism in 

Kitakyushu Area of Japan) 

福岡医学雑誌 111(1)：20-5, 2020 

 

和田憲明、川波 哲、伊原浩史、川越秀洋、大藏尚文、中山正道、元島成信： 

悪性卵巣腫瘍との鑑別に苦慮した卵巣富細胞性線維腫の 1例 

臨床放射線 65(10)：1155-9, 2020 

 

藤井陽生、清水 敦、城野 修、江崎克樹： 

発育期腰椎分離すべり症に対する保存療法の治療成績 

整形外科と災害外科 69(2)：381-4, 2020 

 

元島成信、川上浩介、宮島 隆一、川波 哲、大藏尚文： 

妊婦・授乳婦に対する MRIおよび CT時の造影剤投与 －小倉医療センターの取り決め－ 

医療 75(1)：9-14, 2021 

 

元島成信、河村京子、川上浩介、下川亜矢、熊谷晴介、轟木秀一、大藏尚文 

NCCNガイドラインに準拠した遺伝性卵巣がんに対するがん発症リスク管理 

久留米醫學會雜誌 84(1-3)：26-37, 2021 

 

中島康貴、山村健一郎、酒井康成、大賀正一、原 寿郎: 

特集 川崎病の今 【病因・病態解明】リピドミクス解析から 

小児内科 53(1)：24-8, 2021 

 

長澤功多、牧村美佳、尾川エレン美智、安永由紀恵、渡辺恭子、山下博德： 

北九州市における未就学児の成長障害フォローアップ体制の現状 (第 2報) 

小児保健研究 80(2)：227-33, 2021 

 

生野 猛： 

停留精巣の治療 

小児泌尿器科学 第 1版：213-215, 2021 

 

 

 

 



（B）学 会 発 表 

（Ⅰ）国際学会 

一般演題 
Shigenobu Motoshima, Seisuke Kumagai, Satoshi Kawanami, Masamichi Nakayama, 

Naofumi Okura： 

Mucinous carcinomas of the ovary: Imaging findings and pathologic correlation 

第 79回日本医学放射線学会総会 

Web 2020 年 5 月 15 日 

 

S.Kawanami, N.Wada, H.Kawagoe, N.Ookura： 

Imaging of postpartum complications 

2020 European Congress of Radiology 

Web/ Vienna, AUSTRIA 2020 年 7 月 15 日 

 

中島康貴、酒井康成、水野由美、古野憲司、廣野恵一、高月晋一、鈴木啓之、尾内善広、

小林 徹、田辺和弘、浜瀬健司、宮本智文、青柳良平、有田誠、山村健一郎、田中珠美、

西尾壽乘、高田英俊、大賀正一、原 寿郎： 

Lipidomics links oxidized phosphatidylcholines and coronary arteritis in Kawasaki 

disease 

第 73回九州小児科学会 

Web 2020 年 11 月 29 日 

 

（Ⅱ） 国内学会 

（1）一般演題 

元島成信、小野結美佳、川上浩介、近藤恵美、大藏尚文: 

卵巣悪性漿液粘液性腫瘍術前の臨床・MRI所見：決定木分析による分類  

第 72回日本産科婦人科学会 

Web 2020 年 4 月 23 日 

 

近藤恵美、元島成信、川越秀洋、大藏尚文: 

妊娠帰結後に発生した子宮筋層内の富血流領域について ～hypervasucular～  

第 72回日本産科婦人科学会 

Web 2020 年 4 月 23 日 

 

 



小野結美佳、元島成信、石松真人、藤川梨恵、浦郷康平、北川麻里江、黑川祐介、 

河村京子、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文: 

骨盤内放線菌症の一例  

第 72回日本産科婦人科学会 

Web 2020 年 4 月 23 日 

 

石松真人、黑川祐介、小野結美佳、北川麻里江、河村京子、德田諭道、川越秀洋、牟田 満、

大藏尚文: 

妊娠 39週に腎盂破裂を来たした一例  

第 72回日本産科婦人科学会 

Web 2020 年 4 月 23 日 

 

中並弥生、黑川祐介、大藏尚文、牟田 満、川越秀洋、元島成信、川上浩介、近藤恵美、

浦郷康平、藤川梨恵: 

2回の妊娠経過中に 2回とも急性膵炎を発症した妊娠合併膵炎の 1 例  

第 72回日本産科婦人科学会 

Web 2020 年 4 月 23 日 

 

的場ゆか、長尾敏彦、谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、日髙由美、澄井俊彦： 

2型糖尿病患者における高レムナント血症と ABIの関連についての検討 

第 52回日本動脈硬化学会総会・学術集会 

Web 2020 年 7 月 17 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

咳嗽発作から筋硬直を来した 18トリソミーの一例 

第 62回日本小児神経学会 

Web 2020 年 8 月 18 日 

 

小野結美佳、河村京子、川上浩介、浦郷康平、近藤恵美、元島成信、下川亜矢、轟木秀一、

大藏尚文： 

MSI検査を契機に Lynch症候群と診断した進行卵巣明細胞癌の一例 

第 26回日本遺伝性腫瘍学会 

Web 2020 年 8 月 23 日 

 

南 陽平、澤田英明、林 加野、田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか： 

若年で進行性の腎機能低下を呈する家族性副甲状腺機能低下症(FH)の姉妹例 

第 20回日本内分泌学会九州支部学術集会 

Web 2020 年 9 月 18 日 

 



生野久美子、白井 剛、橋本佳子、生野 猛： 

当院における 18trisomy 症例に対する外科的治療介入の経験 

第 57回日本小児外科学会 

東京/Web 2020 年 9 月 19 日 

 

白井 剛、橋本佳子、生野久美子、生野 猛： 

後天性停留精巣の診断時期と手術年齢に関する研究 

第 57回日本小児外科学会 

東京/Web 2020 年 9 月 19 日 

 

萩本真理奈、浦郷康平、河村京子、石松真人、小野結美佳、藤川梨恵、川越秀洋、牟田 満、

眞田咲子、大藏尚文： 

親子 2代で発生した性索間質性腫瘍の 1例 

第 161回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2020 年 9 月 27 日 

 

清家崇史、川上浩介、黑川裕介、北川麻里江、久保沙代、近藤恵美、德田論道、川越秀洋、

大藏尚文： 

当院の産科危機的出血症例の検討 -J-CIMELSが臨床現場に与えた影響－ 

第 161回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2020 年 9 月 27 日 

 

山﨑 徹、轟木秀一、堤 親範、中山正道、川波 哲： 

局所切除手術を施行した遠隔転移を伴う HER2 陽性乳癌の 3例 

第 28回日本乳癌学会総会 

Web 2020 年 10 月 1 日 

 

轟木秀一、山﨑 徹、堤 親範、下川亜矢、元島成信、中山正道： 

卵巣がんを契機に診断された HBOC症例に対する乳房サーベイランスの取り組み 

第 28回日本乳癌学会総会 

Web 2020 年 10 月 1 日 

 

堤 親範、轟木秀一、山﨑 徹、中山正道、川波 哲： 

乳腺充実性乳頭癌の 2例 

第 28回日本乳癌学会総会 

Web 2020 年 10 月 1 日 

 

 

 



石井義輝、山下博德： 

「医師の働き方改革」に対する病院勤務医の意識調査 

第 22回日本医療マネジメント学会 

Web 2020 年 10 月 7 日 

 

竹迫直樹、角南一貫、澤村守夫、日高道弘、黒澤光俊、横山明弘、吉田真一郎、平林幸生、

末廣陽子、山崎 聡、日下輝俊、下村荘司、飯田浩光、長倉祥一、吉田 功、髙月 浩、 

大塚眞紀、緒方優子、前田裕弘、井上 仁、神谷悦功、嘉田晃子、齋藤明子、永井和宏： 

骨髄腫診療における geriatric assessment の検討：NHOMM Dtudyよりの報告 

第 82回日本血液学会 

Web 2020 年 10 月 10 日 

 

米野琢哉、角南一貫、澤村守夫、日高道弘、黒澤光俊、横山明弘、吉田真一郎、平林幸生、

末廣陽子、山﨑 聡、日下輝俊、下村荘司、飯田浩光、長倉祥一、吉田 功、髙月 浩、 

大塚眞紀、緒方優子、前田裕弘、井上 仁、神谷悦功、嘉田晃子、齋藤明子、永井和宏： 

国立病院機構病院で新たに発生する多発性骨髄腫の前向きコホート研究（NHOMM Study）：

最終解析報告 

第 82回日本血液学会 

Web 2020 年 10 月 10 日 

 

飯田浩光、吉田 功、米野琢哉、澤村守夫、松本守生、関口直宏、日下輝俊、角南一貫、 

下村荘司、髙月 浩、吉田真一郎、大塚眞紀、加藤丈晴、黒田芳明、大山矩史、鈴木康裕、

大島孝一、永井和宏、岩崎浩己： 

高齢者移植非適応末梢性 Tリンパ腫における予後予測スコアの比較検討 

第 82回日本血液学会 

Web 2020 年 10 月 10 日 

 

澤村守夫、日高道弘、米野琢哉、井上信正、横山明弘、飯田浩光、山崎 聡、竹迫直樹、 

末廣陽子、吉田真一郎、日下輝俊、下村荘司、緒方優子、吉田 功、髙月 浩、嘉田晃子、

齋藤明子、永井和宏： 

多発性骨髄腫における multiplex ligation-dependent probe amplification（MLPA）による

細胞遺伝学的解析 

第 82回日本血液学会 

Web 2020 年 10 月 10 日 

 

 

 

 

 



山喜多悠一、牧村美佳、渡辺恭子、山下博德： 

新生児マススクリーニングにて欠損酵素不明のガラクトース高値を認め、ガラクトース

Ⅳ型と診断した 1例 

第 509回小児科学会福岡地方会 

Web 2020 年 10 月 10 日 

 

林 加野、南 陽平、中島 彩、澤田英明、谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか： 

2型糖尿病を合併した高度肥満症の増悪に反応性低血糖の関与が示唆された一例 

第 58回日本糖尿病学会九州地方会 

由布/Web 2020 年 10 月 16 日 

 

澤田英明、長尾敏彦、林 加野、谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、南 陽平、的場ゆか： 

SGLT2阻害薬内服中に急性肺炎を発症し、糖尿病性ケトアシドーシスを発症した 2型糖尿病の

一例 

第 58回日本糖尿病学会九州地方会 

由布/Web 2020 年 10 月 16 日 

 

元島成信、北川麻里江、小野結美佳、大藏尚文： 

Fitz-Hugh-Curtis 症候群の CT所見：症例報告 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

北川麻里江、河村京子、土井和子、倉本麻美、永原熱子、宮崎裕子、松園享子、竹川美由紀、 

米倉大祐、米倉貴子、垂水明子： 

リンパ浮腫治療におけるチーム医療の実践と課題 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

渡辺恭子、緒方怜奈、安永由紀恵、南里亜由美、山下博德： 

急性期病院における重症心身障害児のレスパイト入院の現状と課題 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

山口賢一郎、牧村美佳、渡辺恭子、山下博德： 

チラーヂン S錠を大量誤飲した小児例 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

 



緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子、山下博德： 

ヌシネルセンを投与している脊髄性筋萎縮症の姉妹例 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

田邊麗子： 

汎下垂体機能低下症の治療経過中に発症した十二指腸非乳頭部癌の 1例 

第 82回日本臨床外科学会 

Web 2020 年 10 月 29 日 

 

中島康貴、山口賢一郎、宮内雄太、石倉稔也、江本 因、上野雄司、柴原淳平、森 さよ、 

南里亜由美、安永由紀恵、緒方怜奈、渡辺恭子、山下博德： 

血清ヒアルロン酸は IVIG不応例を予測する 

第 40回日本川崎病学会 

Web 2020 年 10 月 30 日 

 

杉本理恵、佐藤丈顕、田中紘介、千住猛士、矢田雅佳、吉本剛志、山下尚毅、荒武良総、  

國吉政美、田中正剛、上田哲弘、多田靖哉、高尾信一郎、大穂有恒、内村浩太郎、 

中牟田 誠、田中ゆき、大江真里、国府島 庸之、加藤正樹： 

進行肝細胞がんに対する分子標的薬治療における最適な薬剤選択順及び他治療との組み合

わせ 

第 24回日本肝臓学会大会 

神戸/Web 2020 年 11 月 5 日 

 

小川栄一、河野 聡、佐藤丈顕、小柳年正、野村秀幸、中牟田 誠、道免和文、梶原英二、 

大穂有恒、東 晃一、高橋和弘、古庄憲浩、加藤正樹、下田慎治、一木康則、國吉政美、 

森田千絵、柳田公彦、杉本理恵、林 純： 

代償性・非代償性肝硬変に対する DAA治療の実臨床成績 ～多施設共同研究  

第 24回日本肝臓学会大会 

神戸/Web 2020 年 11 月 5 日 

 

江本 因、田中 晃、新生忠司： 

食事療法でコントロール良好な 2型糖尿病との確認からわずか 2日後に発症した劇症 

1型糖尿病の一例 

第 48回日本救急医学会 

岐阜/Web 2020 年 11 月 18 日 

 

 

 



元島成信、北川麻里江、小野結美佳、近藤恵美、川越秀洋、熊谷晴介： 

Fitz-Hugh-Curtis 症候群の CT所見：症例報告 

第 35回日本女性医学学会 

東京/Web 2020 年 11 月 21 日 

 

藤 紘彰、山口賢一郎、江本 因、柴原淳平、南里亜由美、緒方怜奈、中嶋敏紀、 

渡辺恭子、山下博德： 

日齢 43に遅発性 GBS 髄膜炎を発症し、母乳培養から GBSが検出された母児症例 

第 509回日本小児科学会福岡地方会例会 

福岡/Web 2020 年 12 月 12 日 

 

浦郷康平、清家崇史、萩本真理奈、石松真人、小野結美佳、久保沙代、藤川梨恵、 

北川麻里江、黑川裕介、川上浩介、河村京子、德田諭道、元島成信、川越秀洋、牟田 満、

大藏尚文： 

3D-CTで鏡視野画像を再現する,ARにせまれるか？Surgical Navigation in LSC. 

第 60回日本産科婦人科内視鏡学会 

Web 2020 年 12 月 14 日 

 

浦郷康平、牟田 満、元島成信、中並弥生、小野結美佳、藤川梨恵、北川麻里江、 

黑川裕介、近藤恵美、川上浩介、河村京子、德田諭道、川越秀洋、大藏尚文： 

LMにおいて大きさ、数、位置に加えて硬さも難易度を変える要素である 

第 60回日本産科婦人科内視鏡学会 

Web 2020 年 12 月 14 日 

 

谷口法隆、山下晋作、原田 林、佐藤丈顕、山川真菜、土井和子： 

過粘稠性 Klebsiella pneumoniaeにより脳、肝、両腎、両下肢軟部組織に多発膿瘍をきたした 

1例  

第 332回日本内科学会九州地方会 

Web 2021 年 1 月 9 日 

 

木村倫子、武藤敏孝、髙月 浩、安部健太郎、的場ゆか、佐藤丈顕： 

サイトメガロウイルス（CMV）感染症関与が疑われた血小板減少症の 1例 

第 332回日本内科学会九州地方会 

Web 2021 年 1 月 9 日 

 

 

 

 

 



藤川梨恵、川上浩介、清家崇史、小野結美佳、久保沙代、北川麻里江、黑川裕介、 

德田諭道、牟田 満、川越秀洋、大藏尚文： 

当院における分娩誘発の後方視的検討（ジノプロストン膣内留置用製剤（プロウペス）

と機械的頸管熟化法の検討） 

第 162回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2021 年 1 月 24 日 

 

小野結美佳、河村京子、萩本真理奈、浦郷康平、北川麻里江、川上浩介、元島成信、 

川越秀洋、大藏尚文： 

当科における MSI検査の現状と、ペムブロリズマブが著効した卵巣癌の一例 

第 162回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2021 年 1 月 24 日 

 

河村京子、元島成信、藤川梨恵、浦郷康平、北川麻里江、黑川裕介、川越秀洋、熊谷晴介、

大藏尚文： 

卵巣癌コンパニオン検査を契機に診断された HBOC症例に対する取り組みと課題 

第 62回日本婦人科腫瘍学会 

Web 2021 年 1 月 29 日 

 

北川麻里江、河村京子、藤川梨恵、浦郷康平、黑川裕介、川上浩介、元島成信、川越秀洋、

熊谷晴介、大藏尚文： 

MSI検査を契機に Lynch症候群と診断し、ペンブロリズマブが著効した進行卵巣明細胞癌の

一例 

第 62回日本婦人科腫瘍学会 

Web 2021 年 1 月 29 日 

 

浦郷康平、元島成信、北川麻里江、黑川裕介、河村京子、川越秀洋、熊谷晴介、大藏尚文： 

低異型度子宮内膜間質肉腫 3症例の MRI所見 

第 62回日本婦人科腫瘍学会 

Web 2021 年 1 月 29 日 

 

生野 猛、白井 剛、橋本佳子、生野久美子： 

当科で腹腔鏡手術を行った小児の腹腔陰嚢水腫（ASH）10例について 

第 29回日本小児医尿器科学会 

Web 2021 年 1 月 31 日 

 

 

 

 



池 俊浩、川波 哲、堤 宏介、山﨑 徹、近藤慧一、眞田咲子： 

肝副葉茎捻転の 1例 

第 192回日本医学放射線学会九州地方会 

大分/Web 2021 年 2 月 7 日 

 

宮内雄太、藤 紘彰、山口賢一郎、中島康貴、橋本佳子、生野久美子、生野 猛、 

中島 佑、土井大人、杉谷雄一郎、宗内 淳、落合由恵、山下博德： 

スクリーニング検査で発見できなかった Townes症候群に合併した孤立性大動脈縮窄症の

1例 

第 511回小児科学会福岡地方会例会 

北九州/Web 2021 年 2 月 13 日 

 

生野久美子、橋本佳子、生野 猛： 

Nuck管水腫に対する単孔式 LPEC法（SILPEC法） 

第 57回九州小児外科学会 

Web 2021 年 2 月 19 日 

 

森 さよ、辻 百衣璃、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德、手塚純一郎： 

重症気管支喘息として加療されていた運動誘発性喉頭閉塞症の一例 

第 3回日本アレルギー学会九州・沖縄支部地方会 

Web 2021 年 2 月 20 日 

 

趙 成三： 

高齢者における修正型電気けいれん療法中の血圧変動についての検討 

第 33回日本老年麻酔学会 

Web 2021 年 2 月 20 日 

 

小林 淳、趙 成三： 

修正型電気けいれん療法中の降圧薬使用に与える因子の検討 

第 41回循環制御医学会 

Web 2021 年 2 月 20 日 

 

林 加野、南 陽平、中島 彩、澤田英明、谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか： 

難治性高度肥満症の背景に反応性低血糖の関与が示唆された一例 

第 41回日本肥満学会・第 38回日本肥満症治療学会 

富山/Web 2021 年 3 月 20 日 

 

 



（2）シンポジウム 

鍋島一樹、日髙孝子、濱崎 慎、松本慎二、吉川良恵、辻村 亨： 

15年の経過で mesothelioma in situ 期を経てリンパ節転移をきたした中皮腫の臨床病理 

第 61回日本臨床細胞学会 

Web 2020 年 6 月 7 日 



（C）研究会発表 

（1）一般演題 

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（I) 

2020年度第 1回 NHO 成育医療ネットワークグループ会議 

名古屋 2020 年 7 月 3 日 

 

山下博德： 

こどものてんかん ～その特徴と対応について～ 

令和 2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 2020 年 9 月 30 日 

 

山口賢一郎： 

単心室性心臓病ついて 

令和 2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 2020 年 9 月 30 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（II) 

2020年度第 2回 NHO 成育医療ネットワークグループ会議 

名古屋 2020 年 10 月 8 日 

 

酒見好弘： 

ソーシャルハイリスク家庭に出生した児について 

令和 2年度北九州周産期母子医療講習会 

Web 2020 年 10 月 29 日 

林 加野、的場ゆか： 

SAP使用中の妊娠希望の 1型糖尿病の一例 

The 3rd advance insulin meeting online (AIMO) 

Web 2020 年 11 月 6 日 

 

轟木秀一、山﨑 徹、下川亜矢、河村京子、元島成信、大藏尚文： 

保険適応で変わる遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減手術 

第 56回北九州乳腺カンファレンス 

北九州 2020 年 11 月 20 日 

 

 



山下博德： 

こどもの急変に気づくには ～その症状と対応について～ 

令和 2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 2020 年 12 月 9 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（III) 

2020年度第 3回 NHO 成育医療ネットワークグループ会議 

名古屋 2020 年 12 月 10 日 

 

武藤敏孝： 

治療に難渋した血小板減少症 

Hematological Conference in Kitakyushu 

北九州 2020 年 12 月 17 日 

 

杉本理恵、吉本剛志、木村健太、田中正剛、國吉政美、多田靖哉、上田哲弘、大穂有恒、 

佐藤丈顕、内村浩太郎、荒武良総、山下尚毅、矢田雅佳、田中ゆき、中村 吏、千住猛士、 

大江真里、宮崎将之、国府島 庸之、加藤正樹： 

肝細胞癌にに対する分子標的薬シークエンシャル治療の個別化 

第 56回日本肝癌研究会 

大阪/Web 2020 年 12 月 22 日 

 

河村京子： 

癌治療における BRCA 遺伝学的検査について 

卵巣 Overian Cancer Seminar in Kitakyushu 

Web 2021 年 2 月 9 日 

 

生野 猛、白井 剛、橋本佳子、生野久美子： 

乳児 Urethrovaginal reflux の 3例 

第 17回九州小児泌尿器研究会 

Web 2021 年 2 月 21 日 

 

白井 剛、橋本佳子、生野久美子、生野 猛： 

当科で経験した停留精巣の診断時期と手術時年齢に関する研究 

第 17回九州小児泌尿器研究会 

Web 2021 年 2 月 21 日 

 

 

 



川上浩介、元島成信、川越秀洋、牟田 満、大藏尚文： 

当院の無侵襲的出生前遺伝学的検査における遺伝カウンセリングの特徴  

－夫婦の自律した意思決定の阻害因子の検討－ 

第 38回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2021 年 2 月 25 日 

 

石倉稔也、森 さよ、上野雄司、江本 因、安永由紀恵、中島康貴、山口賢一郎、 

渡辺恭子、山下博德： 

多彩な臨床症状・所見を認めた萎縮性甲状腺炎の一例 

第 434回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州/Web 2021 年 3 月 25 日 

 

坂倉 光、橋本佳子、生野久美子、生野 猛、牟田龍史、宮内雄太、南里亜由美、 

安永由紀恵、中島康貴、渡辺恭子、山下博德： 

異なる症状で発症した小児消化管重複症の 3例 

第 434回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州/Web 2021 年 3 月 25 日 

 

（2）ワークショップ 

生野 猛： 

2020年までの研究報告と 2021年活動方針の説明 

2020年度第 1回 NHO ネットワーク共同研究停留精巣班会議 

北九州 2020 年 12 月 18 日 

 



（D）学術講演 

黑川祐介： 

帝王切開術の術式とコツ 

北九州ヤング OBGYN セミナー 

Web 2020 年 7 月 9 日 

 

中島康貴： 

令和 2年 7月豪雨での球磨地区への災害派遣の経験 

第 430回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2020 年 10 月 22 日 

 

上野雄司： 

当院における COVID-19の診療について 

第 430回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2020 年 10 月 22 日 

 

的場ゆか： 

Sustainable Metabolic Goals より良い未来へ ～小倉医療センターのチーム医療～ 

Diabetes Update 2021 ～DPP4阻害薬を再考する～ 

Web 2021 年 2 月 17 日 

 

的場ゆか： 

SAPを導入した１型糖尿病合併妊娠症例 

インスリンポンプ九州症例共有会 

Web 2021 年 2 月 25 日 

 

的場ゆか： 

リスクとライフステージを考慮した糖尿病治療 

Diabetes Update in 北九州 ～合併症発症・進展阻止を見据えた糖尿病治療～ 

Web 2021 年 3 月 2 日 

 

 

 

 



（E）座長・司会 

的場ゆか： 

脂質代謝１ 座長 

第 63回日本糖尿病学会年次学術集会 

Web 2020 年 5 月 23 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 429回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2020 年 9 月 24 日 

 

日髙孝子 

肺癌に関する最近の話題 座長 

呼吸器疾患講演会 in Kokura 

Web 2020 年 10 月 22 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 430回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2020 年 10 月 22 日 

 

酒見好弘： 

一般演題 司会 

第 431回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2020 年 11 月 26 日 

 

的場ゆか： 

一般募集セッション 健康診断と糖尿病 座長 

第 5回日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会年次学術集会 

福岡/Web 2020 年 12 月 11 日 

 

的場ゆか： 

シンポジウム 

“新型コロナ”との戦い方 －行政、勤務医、開業医、それぞれの視点から－ 座長 

第 12回すずらんの会  

福岡/Web 2020 年 12 月 13 日 

 

 



山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 432回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州/Web 2021 年 1 月 28 日 

 

髙月 浩： 

当院における Pomalidomide の使用経験を通して 座長 

第 9回北九州血液研究会  

Web 2021 年 2 月 12 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 433回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州/Web 2021 年 2 月 25 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 434回小倉小児科医会臨床懇話会 

北九州/Web 2021 年 2 月 25 日 

 

（F）新聞・雑誌等 

的場ゆか： 

肥満症に対する減量治療と生活習慣の改善指導 

福岡県医報 7月号（地域便りコーナー） 1529：23-7 

2020 年 7 月 10 日 

 

的場ゆか、浅原哲子： 

質疑応答 プロからプロへ 糖尿病の認知症リスクとその予知マーカーについて  

日本医事新報  No.5022：48 

2020 年 7 月 25 日 

 

生野 猛： 

日本小児科学会英文誌 Pediatric International Best Reviewer Awars 2019 

日本小児科学会雑誌 129(9)：表紙裏 

2 0 2 0 年 9 月 号 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

薬 剤 部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



薬 剤 部 

 

学 会 発 表 

（1）一般演題 

大石博史、三角紳博： 

嘔吐によるレテルモビル吸収率の変化がボリコナゾールの薬物動態に影響したと考え 

られた 1症例 

第 30回医療薬学会年会 

Web 2020 年 10 月 24 日 

 

（2）パネルディスカッション 

山口泰弘、片山陽介、田中 誠、高城沙也香、松永直哉、小柳 悟、大戸茂弘： 

Support Vector Regression を用いたバンコマイシン点滴の薬物動態解析 

第 41回日本臨床薬理学会 

福岡/Web 2020 年 12 月 3 日 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

看 護 部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



看 護 部 

 

論 文 

Tomoyuki Noguchi, Kumi Tanaka, Yasushi Okada,Kunitaka Fukuizumi, Sachiyo Yokoda, 

Motko Dairiki, Koji Yamashita, Ssitaro Shin, Noriaki Wada, Shino Harada,  

Shigeki Morita： 

A practical system that enables physicians to respond expeditiously to significant 

unexpected findings (SUFs) in radiological reports 

Japanese Jaurnal of Radiology Springer Online ahead of print, 2021 

 

下川亜矢、元島成信、河村京子、牧村美佳、川上浩介、近藤恵美、轟木秀一、大藏尚文： 

遺伝性乳がん卵巣がん症候群における遺伝カウンセリング受診の要因 

遺伝性腫瘍  20(3)：15-9, 2021 

 

下川亜矢、松園享子、藤本 伸、山崎智子： 

パクリタキセルに起因した末梢神経障害に対するフローズングローブ・ソックスの有用性  

～中間報告～ 

医療の広場  61(3)：41-4, 2021 

 

学 会 発 表 

田中久美： 

画像診断報告書の確認不足に対する医療安全対策 －他部門の連携とシステム改善の効果－ 

第 22回日本医療マネジメント学会学術総会 

京都/Web 2 0 2 0 年 1 0 月 日 

 

木下優花、原田ありさ、矢岡真紀子、西田美香： 

EPDSが陽性化した褥婦の産後 4日目における得点分布の傾向かℛあ考える病棟助産師が

できる支援の検討 

第 61回日本母性衛生学会総会・学術集会 

Web 2020 年 10 月 9 日 

 

 

 



重藤菜々美、上田響子、岡田麻由美、松葉浩美、佐藤照子： 

継続看護に必要な看護サマリー情報の明確化 ～院外施設者と A病院看護師のアンケートより～ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

中山瑞紀： 

入院時の褥瘡リスク評価の視点の違いを明らかにする  

～2年目看護師とベテラン看護師の比較～ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

井本あゆみ、河合和恵、前田麗華、金丸裕子、木村成江、養田晴子： 

A病棟看護師のストレス実態調査 ～プラスモチベータになるための要因を見出す～ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

安部千奈、松尾清隆、津田由美、吉野俊一： 

精神科病棟に勤務する看護師の身体拘束に対する現状と課題 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

八木優子： 

術後訪問の実施を定着させる為の取り組み 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

渡邉夏織、神川孝子、大浦多恵子、福山麻里、岡野祐也、石橋美枝子、木村成江： 

無菌室に初回入室する患者が求める看護とは（第 2報）  

～入室後の時期に応じた患者のニーズ及び経時的変化～ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

宮原君枝、猪谷笑香、石川美里、藤﨑彩加、江里口 愛、中嶋敏紀： 

A病院新生児センター入院 24時間における体温変動の現状把握  

～開放式保育器から閉鎖式保育器での入院処置への変更後の実態～ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

 



中柴麻紀、藤津恵利佳、下村和佳恵、牟田口彰子： 

2年目看護師とベテラン看護師の褥瘡リスク評価の視点の違いについて 

－入院時の褥瘡リスク評価の視点の違いを明らかにする－ 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 10 月 17 日 

 

下川亜矢、松園享子、藤本 伸、山崎智子： 

パクリタキセルに起因した末梢神経障害に対するフローズングローブ・ソックスの有効性 

第 35回日本がん看護学会 

Web 2021 年 2 月 27 日 

 

研究会・講演会等 

講演 

村田美智恵： 

褥瘡対策マニュアルより ～褥瘡対策にかかわる重要なもの～ 

褥瘡対策リンクナース会議 

北九州 2020 年 6 月 16 日 

 

村田美智恵： 

褥瘡の基本的知識 

褥瘡対策チーム会議 

北九州 2020 年 10 月 20 日 

 

座長・司会 

田中久美： 

コロナ禍で実践する母乳育児支援を考える 司会 

第 21回母乳育児支援研修会 

Web 2021 年 2 月 6 日 

 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

診 療 放 射 線 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



診 療 放 射 線 科 

 

論 文 

T. Shiiba, Y. Arimura, M. Nagano, T. Takahashi, A. Takaki： 

Improvement of classification performance of Parkinson's disease using shape 

features for machine learning on dopamine transporter single photon emission 

computed tomography 

Plos One 15(1)：12, 2020 

 

学 会 発 表 

有村勇輝、田中大策、黒木慶彦、井浦由加子： 

婦人科疾患における CTcolonographyの画質向上に向けた検討 

第 74回国立病院総合医学会 

Web 2020 年 11 月 17 日 

 

研究会・講演会等 

黒木慶彦： 

放射線安全教育 

3科合同医療安全研修会 

北九州 2 0 2 0 年 5 月 

 

有村勇輝： 

MRI安全講習 

看護師 MRI勉強会 

北九州 2020 年 12 月 2 日 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

臨 床 検 査 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



臨 床 検 査 科 

 

学 会 発 表 

（1）一般演題 

今村彰吾、松本聡美、小野結美佳、近藤慧一、大藏尚文、眞田咲子： 

細胞診が有用であった Atypical lobular endocervical glandular hyperplasia の 1例 

第 59回日本臨床細胞学会秋季大会 

Web 2020 年 11 月 21 日 

 

手嶋あゆみ、永田雅博、濵谷悦子、小野裕一郎、鍋山容理子： 

ハーセプチン（トラスツズマブ）投与による心機能障害を認めた 1 症例 

第 21回国立病院臨床検査技師協会九州支部新春学術講演会 

Web 2021 年 2 月 1 日 

 

山口夏帆、今村彰吾、松本聡美、近藤慧一、永田雅博、眞田咲子： 

当院の病理結果既読管理システムの運用方法と既読状況 

第 21回国立病院臨床検査技師協会九州支部新春学術講演会 

Web 2021 年 2 月 1 日 

 

（2）シンポジウム 

小嶋健太、山本将義、藤本翔大、浅川拓也、野中修一、竹下和美、今村彰吾、奥村幸彦、

藤田 綾、田口健一、山元英崇： 

稀な胚珠用 －炎症性筋繊維芽細胞腫瘍の形態について－ 

第 59回日本臨床細胞学会秋季大会 

Web 2020 年 11 月 21 日 

 

研究会・講演会等 

永田雅博： 

臨地実習の心得 

美萩野臨床医学専門学校講師 

北九州 2020 年 4 月 21 日 



今村彰吾： 

症例提示・解説 

国立病院臨床検査技師協会九州支部 

病理細胞検査研究会第 1回 WEBスライドカンファレンス 

Web 2020 年 10 月 16 日 

 

永田雅博： 

令和 2年度衛生検査所既知検体検査結果報告 

福岡県精度管理専門委員会 

Web 2021 年 3 月 1 日 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

栄 養 管 理 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栄 養 管 理 室 

 

学 会 発 表 

米倉貴子、藤野恵理、藤井裕子、玉利友理恵： 

中規模急性期病院での COVID—19対応給食管理の現状と課題 

第 40回食事療法学会 

Web 2021 年 3 月 6 日 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

地 域 医 療 連 携 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地 域 医 療 連 携 室 

 

座長・司会 

井上紘治： 

医療におけるマインドフルネスの導入 －個別性を尊重した支援の在り方－ 司会 

国際マインドフルネス指導者協会 認定指導者養成講座 特別講義 

Web 2020 年 12 月 12 日 

 

井上紘治： 

医療におけるマインドフルネスの導入 －がん医療でのマインドフルネス－  

NPO法人 マックネットシステム 

「がんに負けない！医療用ケアキャップ作製でがん患者さんの働く場所をつくりたい！」

チャリティーイベント 

Web 2021 年 3 月 21 日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2020 年度業績 

ＮＳＴ活動の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講 演 

田邊麗子 NSTとは 2020年 9月 18日 

生野久美子 ODA・SGAについて 2020年 9月 18日 

 

司 会 

的場ゆか NSTとは、ODA・SGAについて 2020年 9月 18日 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

国立病院機構共同研究・治験 
 

 

 

 

 

 

 

 



２０２０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 

B 型慢性肝疾患に対する核酸アナログ長
期投与例の課題克服および電子的臨床検
査情報収集 (EDC)システムを用いた多施
設大規模データベースの構築 

分

担 
佐藤丈顕 83,000  

政策医療
共同 

肝疾患 
原発性胆汁性胆管炎の新しい病型分類と
創薬のための長期観察研究 

分

担 
佐藤丈顕 10,000 

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食物ア
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 772,000 

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
（Smallfor-Gestational Age）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 
中嶋敏紀 525,000  

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 
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 2,500,000  

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 
生野久美子 40,000  

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 
大藏尚文 200,000  

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 200,000  

政策医療
共同 

糖尿病疾患 
わが国における日常診療での甲状腺機能
異常症の早期診断・治療のための臨床指標
の新規確立 

分

担 
的場ゆか 25,000  

政策医療
共同 

糖尿病疾患 
2 型糖尿病患者における全死亡および脳
心血管病発症リスクとしてのサルコペニ
アの意義に関する研究 

分

担 
的場ゆか 205,000  

政策医療
共同 

血液疾患 

未治療濾胞性リンパ腫における
Obinutuzumab の治療成績、QOL、費用
対効果、予後に関する多施設前向きコホー
ト研究（PEACE-FL） 

分

担 
髙月 浩 32,000  

 

 

 

 



2020年度治験業務の概要 

治験事務局長 

田中 誠（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 1課題について取り組み、その中で新規契約は 1課

題、終了 0課題で、新年度は 1課題でのスタートとなります。治験 1課題の今

年度末での実施状況は、総契約症例数 3 例、総実施症例数 2例。また受託研究

は使用成績調査等で 27課題、新規契約は 1課題となりました。受託研究・治験

審査委員会は 3回開催し、新規課題は治験 1件、受託研究 1件でしたが委員会

での総議題数は 13 にも達しています。 

 

２．治験の実績 

１）契約件数及び契約金額 

    新規契約課題数：1件（前年度：0件、前々年度：2 件） 

新規契約症例数：3例（前年度：0例、前々年度：4 例） 

契約金額：約 482万円（前年度：約 0万円、前々年度：約 782万円） 

 ２）実施率    

1課題の平均実施率：67％（前年度：17％、前々年度：23％） 

 

３．今後の課題と展望 

今年度の新規 1 課題（産婦人科）は、施設審議 1 課題、CRB 0 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」4

課題「ぜひ参加したい」2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。2021

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 1．2020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 

早発型重症妊娠高血圧腎症患者を対象と
した KW-3357の第Ⅲ相ランダム化プラセ
ボ対照二重盲検比較試験 

R2.9.15 
～ 

R4.7.31 
３ ２ 川上浩介 4,816,680 

小計 １件  ３ ２  4,816,680 

 
 



表 2．2020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 

アーゼラ点滴静注使用成績調査 
H25.9.10 

～ 
承認条件解除時 

１ 武藤敏孝 30,030 

受託 
２ 

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 
～ 

R5.3.24 
３ 渡辺恭子 270,270 

受託 
３ 

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 
～ 

R5.3.31 
１ 日髙孝子 30,888 

受託 
４ 

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 
～ 

R2.7.31 
１ 髙月 浩 185,328 

受託 
５ 

ザノサー点滴静注用 1g使用成績調査 
H27.11.10 

～ 
R3.8.23 

１ 山口裕也 30,888 

受託 
６ 

オフェブカプセル特定使用成績調査 
「突発性肺線維症に対する使用実態下調査」 

H27.12.15 
～ 

R2.6.30 
３ 日髙孝子 555,984 

受託 
７ 

オプスミット錠 10㎎特定使用成績調査 
(長期使用) 

H28.4.12 
～ 

R4.3.26 
２ 日髙孝子 370,656 

受託 
８ 

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 
～ 

R6.6.30 
２ 髙月 浩 61,776 

受託 
９ 

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 
～ 

R2.8.31 
１ 髙月 浩 46,332 

受託 
１０ 

タグリッソ錠使用成績調査 
（全例調査） 

H28.11.15 
～ 

R6.3.27 
１ 日髙孝子 123,552 

受託 
１１ 

オプスミット錠 10㎎特定使用成績調査 
(長期使用) 

H28.12.13 
～ 

R4.3.26 
３ 山口賢一郎 555,984 

受託 
１２ 

ニンラーロカプセル使用成績調査(全例調査) 
「再発又は難治性の多発性骨髄腫」 

H29.9.12 
～ 

承認条件解除時 
３ 髙月 浩 92,664 

受託 
１３ 

スピンラザ髄注 12㎎使用成績調査 
H30.4.10 

～ 
R8.12.31 

２ 緒方怜奈 555,984 

受託 
１４ 

サビーン点滴静注用 500㎎使用成績調査 
（全例調査） 

H30.5.15 
～ 

R4.1.16 
１ 大藏尚文 30,888 

受託 
１５ 

テセントリク点滴静注 1200㎎使用成績調査 
（全例調査） 

H30.7.10 
～ 

R2.10.31 
４ 日髙孝子 123,552 



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 
１６ 

グーフィス錠 5㎎特定使用成績調査 
H30.9.11 

～ 
R4.12.31 

３ 山口裕也 277,992 

受託 
１７ 

ウプトラビ錠 0.2 ㎎・0.4㎎特定使用成績調査 
（長期使用に関する調査） 

H30.10.11 
～ 

R5.9.30 
３ 山口賢一郎 555,984 

受託 
１８ 

リムパーザ錠 100 ㎎、150㎎使用成績調査 
白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌患者
を対象とした全例調査 

H30.11.13 
～ 

R2.10.31 
４ 大藏尚文 123,552 

受託 
１９ 

NEX-D2ペディクルスクリューシステムの安全性と
有効性の検討 

H31．3.12 
～ 

R3.6.30 
３５ 清水 敦 1,101,100 

受託 
２０ 

EZ-TrackLumberPEEKケージシステムの安全性と
有効性の検討 

H31.3.12 
～ 

R3.6.30 
２０ 清水 敦 620,620 

受託 
２１ 

ラパリムスゲル 0.2％一般使用成績調査 
（全例調査） －結節性硬化症に伴う皮膚病変－ 

R1.6.11 
～ 

R４.6.30 
２ 渡辺恭子 61,776 

受託 
２２ 

キイトルーダ点滴静注使用成績調査 
（結腸・直腸癌以外の MSI-High 固形癌） 

R1.9.10 
～ 

R4.6.20 
３ 大藏尚文 185,328 

受託 
２３ 

モビコール配合内用剤特定使用成績調査 
R1.11.12 
～ 

R5.2.28 
３ 渡辺恭子 283,140 

受託 
２４ 

ゾスパタ錠一般使用成績調査 
R1.12.10 
～ 

R4.12.2 
２ 髙月 浩 62,920 

受託 
２５ 

ジェイス使用成績調査「自家培養表皮ジェイスの
栄養障害型表皮水疱症及び接合部型表皮水疱
症に対する使用成績調査」 

R2.1.7 
～ 

R10.6.28 
１ 土井和子 31,460 

受託 
２６ 

ゼルヤンツ錠 5㎎特定使用成績調査 
（潰瘍性大腸炎患者を対象とした長期使用に関
する調査） 

R2.2.11 
～ 

R4.5.24 
１ 河邉 毅 141,570 

受託 
２７ 

クリースビータ皮下注特定使用成績調査 
－FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症患者
の長期使用に関する調査－ 

R2.2.11 
～ 

R9.12.31 
１ 渡辺恭子 94,380 

受託 
２８ 

レクタブル 2㎎注腸フォーム 14回 
妊婦投与症例に関する追跡調査及び副作用・感
染症詳細調査 

R2.9.15 
～ 

R2.10.31 
１ 浦郷康平 62,920 

小

計 
２８件  １０８  6,667,518 

 



 

 

 

 

 

 

医局集談会の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医局幹事長の言葉 

医局幹事長  酒見 好弘 

 

令和 3年 3月 12日に小倉医療センター 医局集談会を開催いたしました。 

昨年は新型コロナウイルス（COVID-19）の流行により、医局集談会を中止せざるを得

ませんでした。その後も COVID-19 の流行は拡大し、緊急事態宣言が発令されるなど、

社会に大きな影響を与えました。これは私たちの学術活動にも影響を与え、多くの研究

会や学会が延期や中止となり、発表の機会が奪われることとなりました。今年の集談会

も開催が危ぶまれましたが、若手の先生の貴重な発表の機会を増やすために、感染対策

を行い開催することとしました。幸い、COVID-19 流行の第 3 波もやや落ち着きつつあ

り、新型コロナウイルスのワクチン接種後に医局集談会を迎えることができ、安心しま

した。院長先生はじめ幹部の先生方には開催に向けての相談に乗っていただきまして、

ありがとうございました。 

 さて、本題の集談会では 14 題の演題があり、すべての研修医の先生および糖尿病、

内分泌内科の澤田先生、小児科の石倉先生が各科の症例検討などを発表されました。発

表はどれも見やすいスライドとなっており、内容も他科の先生にとってもわかりやすく

作成されていました。科を越えた質問も多く、病院が一体となって交流できる場である

ことを再確認しました。次回の集談会の時期には COVID-19の流行がコントロールでき、

安心して開催できることを期待します。 

最後になりましたが、医局集談会を成功に導いて下さった皆様に改めまして御礼申し

上げます。特に一般演題を御講演いただきました演者の先生方、各セクションの座長を

務めて頂きました村尾寛之先生、山下尚志先生、南陽平先生、浦郷康平先生および全体

の準備と司会を務めて下さった医局学術員の山﨑徹先生、プログラム作製や会場の準備

をして頂いた医局秘書の在間礼子さん、臨床研究部の近藤ひな子さんに心より感謝申し

上げます。 



『令和 2年度医局集談会』を終えて 

学術図書委員 山﨑 徹 

  

令和元年度は、未経験の新型コロナウィルス感染の第 1波の到来により中止とせざる

を得なかった恒例の医局集談会ですが、令和 2年度は 2年ぶりに令和 3年 3月 12日に

開催することができました。とはいえ、まだ十分な感染防止対策が必要とされる緊急事

態宣言解除直後の第 3波の終息前であったため、例年引き続いて行われていた外部の先

生方をお招きする地域医療講演会は中止とさせていただき、院内の職員のみの参加で、

初めて新外来管理診療棟の大会議室で催させていただきました。 

当初は久しぶりの研究発表会ということで演題が集まるだろうかと心配していまし

たが、最終的に 1，2年次研修医 12名全員と若手の先生 2名から総計 14題の演題を出

していただきました。内容も各診療科のホットな話題に関するものが多く、スライドも

鮮明で、プレゼンテーションも理路整然、堂々としており、指導を担当していただいた

先生方の気合も十分感じられました。この 1年はほとんどの学会、研究会などは中止ま

たは webのみの開催しか行われず、院内での小規模とはいえリアルな発表の機会は久し

ぶりだったので、大変新鮮で懐かしい感慨すら受けました。円滑な進行をしていただい

た 4人の座長の先生方や積極的に質疑応答、援護（？）していただいたベテランの先生

方の掛け合いもユーモアに溢れ、例年のごとく貴重な約 2時間半の医局の潤滑交流イベ

ントになったと思います。恒例では同日に第 2部として地域医療講演会が行われてきま

したが、あくまで私的な意見として、医局集談会は年度末に単独で催される方が、趣旨

が明快で集中できる様に思えました。 

最後に座長をしていただいた 4人の先生方、ワクチン接種などの準備で大変な多忙中

に事務作業、設営、PCの準備などにお手伝いいただきました在間さん、都留さん、事

務部の方々をはじめご協力いただきました多くの方々に厚くお礼申し上げます。 



2020 年度医局集談会プログラム 

開 会（16:30）  開会のことば   酒見 好弘 医局幹事長  

第 1部（16:35～17:07）   座長  村尾 寛之(消化器内科)  

（１）新しい超速効型インスリンを用いてセンサー補助型インスリンポンプ（SAP）の

調整を行い血糖コントロールが改善した 1型糖尿病患者の一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 岩崎哲也（研修医）、南 陽平、澤田英明、 

                  林 加野、安部健太郎、的場ゆか 

 

（２）反応性低血糖の関与が示唆された難治性高度肥満症の一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 中島 彩(研修医)、南 陽平、林 加野、澤田英明、 

谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか 

 

（３）造血幹細胞移植の 6年後に B型肝炎ウイルス(HBV)再活性化を来した一例 

肝臓内科：臨床研究部        木村倫子(研修医)、原田 林、山下晋作、佐藤丈顕 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  林 加野、的場ゆか 

 

（４）若年で進行性の腎機能低下を呈する家族性副甲状腺機能低下症(FH)の姉妹例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  澤田英明、南 陽平、林 加野、谷口亮子、 

田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか 

 

第 2部 （17:08～17:32）   座長  山下 尚志（小児科）  

（５）当院の産科危機的出血症例の検討 －J-CIMELSが臨床現場に与えた影響－  

産婦人科：臨床研究部        小池 愛(研修医)、清家崇史、川上浩介、黑川裕介、 

北川麻里江、萩本真理奈、小野結美佳、藤川梨恵、 

久保沙代、浦郷康平、德田論道、河村京子、 

牟田 満、川越秀洋、大藏尚文 

 

（６）急性腹症を契機に診断に至った小児非交通性小腸重複症の一例   

小児外科：臨床研究部        坂倉 光(研修医)、橋本佳子、生野久美子、 

生野 猛 

小児科：臨床研究部         牟田龍史、宮内雄太、南里亜由美、安永由紀恵、 

中島康貴、渡辺恭子 

臨床検査科：臨床研究部       眞田咲子 

 

（７）多彩な臨床症状を認めた萎縮性甲状腺炎の一例   

小児科：臨床研究部         石倉稔也、森 さよ、上野雄司、江本 因、 

安永由紀恵、中島康貴、山口賢一郎、渡辺恭子、 

山下博德 



 第 3部 （17:46～18:08）  座長 南 陽平（糖尿病内科）  

（８）発熱を契機としてBrugada型心電図が惹起された一例   

内科: 臨床研究部            平野才人(研修医)、安部健太郎、原田 林、 

的場ゆか、鈴木 哲 

 

(９) 再発難治性多発性骨髄腫の一例  

血液・感染症内科；臨床研究部    麻生皆人(研修医)、武藤敏孝、 髙月 浩 

 

(10) 再発乳腺原発悪性リンパ腫の一例   

内科・外科: 臨床研究部       藤川諒太(研修医)、武藤敏孝、田邊麗子、 

安部健太郎、髙月 浩 

 

（11）カタトニアとNCSEの鑑別を要した統合失調症の一例 

精神科：臨床研究部         山本侑季(研修医)、中尾 円、磯村周一 

 

第 4部 （18:09～18:33）  座長 浦郷 康平 (産婦人科) 

（12）急性腹症で発症した肝副葉の茎捻転に対して腹腔鏡下肝部分切除を施行した一例 

外科：臨床研究部          谷口法隆(研修医)、大橋生嗣、堤 宏介、山﨑 徹 

 

（13）術前化学療法が奏功し、病理学的完全奏功（pCR）が得られた局所進行乳癌の一例 

外科：臨床研究部          近藤哲也(研修医)、久保顕博、轟木秀一、山﨑 徹 

放射線科：臨床研究部        池 俊浩、川波 哲 

臨床検査科：臨床研究部       近藤慧一、眞田咲子 

 

（14）MSI検査を契機にLynch症候群と診断した進行卵巣明細胞癌の一例 

産婦人科：臨床研究部        柏田浩伸(研修医)、小野結美佳、河村京子、 

萩本真理奈、久保沙代、浦郷康平、川上浩介、 

牟田 満、川越秀洋、大藏尚文 

臨床検査科：臨床研究部       元島成信 

外科：臨床研究部          轟木秀一、山﨑 徹 

看護部：臨床研究部         下川亜矢 

 

 

閉会のことば   山下 博徳 院長 



2020年度医局集談会抄録 

 

（１） 新しい超速効型インスリンを用いてセンサー補助型インスリンポン 

プ（SAP）の調整を行い血糖コントロールが改善した 1型糖尿病患者 

の一例 

糖尿病・内分泌内科：臨床研究部   岩崎哲也（研修医）、南 陽平、 

澤田英明、林 加野、安部健太郎、 

的場ゆか  

 

【背景】1 型糖尿病の治療デバイスであるインスリンポンプは、頻回の自己注射を必要と 

せず、皮下注射針と薬液を留置することで持続的にインスリンを投与できる。さらにイン

スリンポンプと持続的グルコースモニタを併用し、継続して血糖推移を観察できるものを

センサー補助型インスリンポンプ（SAP）とよぶ。また血糖の傾きからその後の低下を

予測し、インスリン注入を自動で中断することで低血糖を予防する機能もある 

【症例】49 歳、女性。【経過】44 歳時発症の 1 型糖尿病。X-2 年（47 歳時）から SAP を 

導入していたが、元来のストイックな性格が影響し、高血糖を避けるため、厳格な糖質制

限と運動強化に加えてポンプのインスリン投与量を自己にて過度に多く設定する傾向が

みられた。そのため遷延する低血糖とそれに伴うポンプの頻回な自動停止を引き起こし、

糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）発症の危険性が懸念されていた。X 年 12 月より入院

にて血糖推移を観察し、食事・運動面の指導を行いながら適宜ポンプの設定を変更した。

さらに食後血糖の上昇と、食事に伴う追加インスリン投与後の低血糖を抑えるため、より

速効性にすぐれたインスリンアナログ製剤であるルムジェブ®を導入した。導入後、血糖

値が目標値を下回る時間は 4%から 1%へとさらに減少、かつポンプの停止時間は 1 日あ

たり平均 5 時間 51 分から 4 時間 16 分に減少し、患者に負担の少ない血糖推移を維持し

ながらインスリン分泌パターンをより生理的な動態に近づけることができた。【考察】ル

ムジェブ®は 2020 年 3 月に承認された新規の製剤で、既存のインスリン製剤に局所血管

拡張作用・局所血管透過性亢進作用を添加した超速効型インスリンであり、従来型と比較

して糖尿病患者の食後血糖上昇幅を有意に低下させることが臨床試験にて実証されてい

る。本薬剤を当院で初めて用いた症例とその経過について文献的考察を交えて報告する。 



（２）反応性低血糖の関与が示唆された難治性高度肥満症の一例 

糖尿病・内分泌内科：臨床研究部    中島 彩（研修医）、南 陽平、   

林 加野、澤田英明、谷口亮子、 

田中奈津子、安部健太郎、的場ゆか  

 

【症例】 

56 歳、女性 

【現病歴】 

幼少期から肥満であり、20 歳時には体重 78 kg、BMI 31.5 kg/m2であった。46 歳時に過

去最高体重である 130 kg、BMI 52.5 kg/m2となり、肥満治療のため当科を受診した。二

次性肥満は除外され、食事・運動療法により加療継続となった。47 歳時に 2 型糖尿病と

診断された。その後も 10 回程、減量目的の入退院を繰り返した。一時的に糖尿病治療薬

も使用されたが、入院中に血糖は改善したため中止された。56 歳時に間食過多により、

再び体重増加を認め減量目的に当科へ入院となった。 

【経過】 

入院時：身長 157.3 cm、体重 99.0 kg、BMI 40.0 kg/m2。 

食後 3 時間程度で強い空腹感による間食行動を認めたため、GLP-1 受容体作動薬による

食欲抑制作用とインスリン初期分泌改善作用を期待して、デュラグルチドの投与を開始し

た。デュラグルチド投与により食後の空腹感はやや改善を認めた。しかしながら、日中に

血糖値 70mg/dL 台が散見されたため、長時間 75g 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)を施行

したところ、インスリン過剰分泌による負荷後 1-4 時間後の低血糖を認めたため、デュラ

グルチドを中止した。次に、糖吸収遅延作用を有するα-グルコシダーゼ阻害薬であるミ

グリトールの投与を開始し、間欠的スキャン連続血糖測定（isCGM）で確認したところ、

糖尿病治療薬使用前にみられていた食後の血糖上昇と反応性低血糖は改善し、それに伴い

食後の空腹感の改善も得られた。ミグリトールによる治療の継続により、退院時は体重

91.4 kg、BMI 36.9 kg/m2まで改善した。 

【考察】 

本症例は、インスリン分泌過剰・遅延による反応性低血糖が食後の空腹感と間食行動を招

き、肥満を助長したと考えられた。背景に反応性低血糖が存在している場合に、間食行動

の行動変容の改善が困難となり得る。長時間 75gOGTT は反応性低血糖の診断に用いら

れるが、本症例のような高度肥満患者の間食行動の原因検索にも有用であると考えられた。 



（３）造血幹細胞移植の 6 年後に B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化を来し 

た 1 例 

肝臓内科：臨床研究部          木村倫子(研修医)、原田 林、 

山下晋作、佐藤丈顕  

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  林 加野、的場ゆか  

 

【症例】60 歳、男性 

【現病歴】X-11 年に当院血液内科で急性骨髄性白血病(AML)と診断、X-6 年に他院血液内

科で同種末梢血幹細胞移植(allo PBSCT)を施行されたが、その後の定期フォローを自己

中断していた。X-4 年より当院糖尿病内科にて、糖尿病の外来フォローを受けていた。X

年 1 月糖尿病内科定期受診時の血液検査で、自覚症状はなかったが、AST 595 IU/L、ALT 

1273 IU/L と高値であったため、肝臓内科紹介となった。 

【入院後経過】紹介時の血液検査で、HBs 抗原陽性であった。PBSCT 後の症例で、当院の

過去の血液検査では、HBs 抗原陰性、HBc 抗体陽性であったことから、HBV 再活性化

による de novo B 型肝炎と診断した。同日よりエンテカビル 1 ㎎（通常の倍量）を開始

したが、肝酵素はさらに上昇し、肝予備能が低下、倦怠感も出現し悪化傾向にあった。第

9 病日からステロイドミニパルスを施行し、一時的に肝酵素は低下したが、すぐにリバウ

ンドした。第 24 病日から 2 度目のステロイドミニパルスを行った。その後は、HBV DNA

は徐々に減少、肝酵素も低下傾向になり、第 36 病日に退院となった。 

【考察】HBV 再活性化による de novo B 型肝炎は肝炎が起きてからの治療では間に合わず

にしばしば致死的な経過をたどる。したがって、HBV 再活性化をきたす可能性のある治

療をする場合には、HBs 抗原陰性であっても、治療前に HBc 抗体、HBs 抗体を測定し、

いずれかが陽性の場合には、定期的な HBVDNA のモニタリングを行わなければならな

い。特に造血幹細胞移植例では、移植後長期間のモニタリングが必要であるとされている。 

 本症例は、他院血液内科での定期フォローを自己中断していたため、HBVDNA のモニタ

リングが抜け落ちており、肝炎発症後の治療開始となったが、自覚症状もない時点で偶然、

定期受診の血液検査があり、肝障害を認めて速やかに de novo B 型肝炎と診断し、直ちに

エンテカビル投与開始したことにより、なんとか救命できた。 



（４）若年で進行性の腎機能低下を呈する家族性副甲状腺機能低下症(FH)の 

姉妹例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  澤田英明、南 陽平、林 加野、 

谷口亮子、田中奈津子、安部健太郎、 

的場ゆか  

 

【緒言】 

家族性副甲状腺機能低下症(FH)は比較的稀な疾患であり、原因となる遺伝子変異は様々

であるが、そのうち Ca 感知受容体(CaSR)活性化変異によるものは常染色体優性の遺伝

形式を持つとされる。CaSR は副甲状腺・腎臓等に発現し、血清 Ca 高値を感知して細胞

内に伝達し、PTH 分泌や腎の Ca 再吸収を抑制して血清 Ca を低下させる作用をもつ。そ

のため、CaSR 活性化変異が存在すると CaSR 作用が亢進し低 Ca 血症を引き起こす。 

【症例】 

41 歳女性(長女)、37 歳女性(3 女)。両者とも幼少時にテタニー症状を契機に副甲状腺機能

低下症と診断され、活性型 VitD 製剤で治療継続中である。父も同様に副甲状腺機能低下

症を認め、父に関しては既に遺伝子検査で CaSR 活性化変異と診断されている。今回、

本姉妹に対して DNA シークエンスを行ったところ、両者とも CaSR 遺伝子においてコド

ン 129 番のグアニンからシトシンへのミスセンス変異が確認され、CaSR 活性化変異の

原因であると考えられた。 

本姉妹は経過中に低 Ca 血症による症状を認めず、尿中 Ca/Cr 比≦0.3 と目標範囲内で経

過している。しかし、両者とも両腎盂全体を占める珊瑚状結石を認め、腎機能も経年的に

低下を認めている。腎盂結石に対して結石破砕術を施行したが、結石の大きさと形状の複

雑さから排石困難な状態である。また、頭部 CT では脳内に異所性石灰化も認める。 

【考察】 

FH は症例数が少なく、治療は確立していない。FH に伴う低 Ca 血症に対して治療を継続 

した場合は基本的に予後良好と考えられているが、CaSR 活性化変異である本症例のよう 

に、変異の違いによっては腎盂結石や異所性石灰化など異なる重症度の表現型を示す可能

性がある。その場合、血清 Ca の目標値をさらに低く設定するなど、表現型に応じた治療

の個別化を要する。したがって、FH を疑う症例では遺伝子検査による早期の診断確定が

望まれる。また、より原因に則した治療として、PTH 製剤や CaSR 拮抗薬(NPS2143)等の

本疾患への臨床応用が今後期待される。 



（５）当院の産科危機的出血症例の検討 －J-CIMELS が臨床現場に与えた影響－ 

産婦人科：臨床研究部          小池  愛（研修医)、清家崇史、 

川上浩介、黑川裕介、北川麻里江、 

萩本真理奈、小野結美佳、藤川梨恵、 

久保沙代、浦郷康平、德田論道、 

河村京子、牟田 満、川越秀洋、 

大藏尚文  

 

 わが国の妊産婦死亡は世界的にみても極めて少ないが、妊産婦死亡 32 人、妊産婦死亡率 

3.70（2019 年）で発生している。その原因の約 1/4 は危機的産科出血である。母体急変時

に母児の生命予後を少しでも改善するためには、正しい初期対応と適切な救急処置管理下で

の三次救急施設への迅速な搬送が重要となる。また、受け入れる施設の医師も妊産婦急変の

特性を事前に理解しておくことが迅速で適切な処置につながる。そこで、日本母体救命シス

テム普及協議会(J-CIMELS)が設立され、母体救命法の普及に取り組んでいる。 

当院では J-CIMELS の教育を積極的に導入し、母体救命の訓練を行っている。また、近

隣の一次施設でも J-CIMELS の受講者が増加している。今回、J-CIMELS の教育が臨床現

場に与えた影響を検討する。2016 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで当院で経験した

産科危機的出血の症例について後方視的に検討した。産科危機的出血は 24 例であった。

J-CIMELS の受講者が疾患発生から診療に関わった症例（受講者群）が 7 例、未受講者の

みの対応時間があった症例（未受講者群）が 17 例であった。産科危機的出血の症状出現か

ら輸血開始までに要した時間の中央値は受講者群が 15 分、未受講者群が 78 分であり、ｐ

＜0.00053 と有意差を認めた。J-CIMELS の教育が浸透していたことで、産科危機的出血

を早く察知でき、また、輸血の必要性に関するメンタルモデルの共有ができていたため、輸

血までの時間短縮に繋がったと考えられる。 



（６）急性腹症を契機に診断に至った小児非交通性小腸重複症の一例 

小児外科：臨床研究部        坂倉 光(研修医)、橋本佳子、 

生野久美子、生野 猛 

小児科：臨床研究部         牟田龍史、宮内雄太、南里亜由美、 

安永由紀恵、中島康貴、渡辺恭子 

臨床検査科：臨床研究部       眞田咲子 

 

【症例】6 歳 男児 

【主訴】発熱、腹痛 

【病歴】X-1 日より発熱、下腹部痛が出現し、X 日に前医を受診した。右下腹部の反跳痛、

血液検査で炎症反応上昇が認められ、急性虫垂炎疑いにて同日当院小児科に紹介された。 

【臨床経過】初診時、臍下方に圧痛を認め、血液検査で炎症反応上昇。腹部超音波・CT 検

査では虫垂腫大はなく、骨盤内に 6.5cm 大の嚢胞性病変を認め、腸間膜嚢腫、リンパ管

腫、重複腸管などが鑑別に上がった。腸管膜嚢腫(疑い)感染の診断にて入院。外科的に急

を要する腸閉塞・腸捻転や腸穿孔等の所見はなく、絶飲食・抗菌薬による保存的治療を先

行し、炎症沈静後に外科的治療を行う方針とした。保存的治療で症状改善し、X+11 日目

に退院した。退院時の超音波検査では骨盤内の嚢胞性病変のサイズは不変であった。その

後炎症再燃なく、X+29 日に腹腔鏡下嚢腫摘出術施行し、経過良好にて術後 8 日目に退院

した。 

【手術所見】腹壁に炎症による大網癒着を認めた。右下腹部の小腸の腸間膜側に接して、6

ｘ3 ㎝の瓢箪型の嚢胞性病変を認めた。腸管との交通は認められず、腸管壁損傷・血流障

害なく剥離可能で、腸管の合併切除なく嚢腫を摘出した。 

【病理所見】嚢胞内腔の被覆粘膜は脱落して出血と肉芽の形成があるも、腸管特有の平滑筋

構造を認め、小腸重複症であることが示唆された。 

【考察】腸管重複症は、消化管に隣接する嚢胞状もしくは管状の構造で、「内腔が消化管粘

膜に覆われている」、「平滑筋を有する」、「正常消化管に隣接し筋層を共有する」という特

徴を有する。発生頻度は胎児・新生児の剖検例 4500 例に 1 例と稀であり、多くは小児期

に発見・診断される。腹痛、嘔吐・便秘などの閉塞症状、腹部腫瘤触知、下血・粘血便、

感染による発熱などの症状を呈する。感染を契機に診断される小腸重複症は多くはないが、

小児急性腹症の鑑別疾患の 1 つとして念頭に置く必要があり、文献的考察を加えて報告

する。 



（７）多彩な臨床症状を認めた萎縮性甲状腺炎の一例 

小児科：臨床研究部         石倉稔也、森 さよ、上野雄司、 

江本 因、安永由紀恵、中島康貴、 

山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德 

 

【はじめに】小児の低身長の原因としては成長ホルモン分泌不全性低身長の頻度が高いが、

甲状腺機能低下症に伴うものも 4%程度と言われている。学童期は学校健診で年 1 回の身

長・体重測定が行われ、2016 年より低身長の児は精密検査につながるシステムが構築さ

れている。今回著明な低身長を主訴とした児で、多彩な臨床症状・所見を認めた甲状腺機

能低下症の症例を経験したので報告する。 

【症例】13 歳 0 か月、女児。低身長、無月経を主訴に当科を受診した。8 歳頃より成長率

の低下があり、小学校 5 年生(11 歳)以降は身長が伸びていなかったが、本人・家族は特

別気にしていなかった。2020 年 8 月近医受診時、2020 年 5 月の初潮以降月経がないこ

とを相談したところ、著明な低身長(-4.96SD)に気づかれ、精査目的に同月当院を紹介さ

れ受診した。身体所見で下肢の浮腫や末梢冷感、皮膚の乾燥、頭皮の露出を認め、反応や

表情に乏しく、受け答えも緩慢であった。血液検査で著明な TSH の上昇と FT4 の低下、

肝・腎機能障害、高コレステロール血症を認め、エコー検査結果もあわせて萎縮性甲状腺

炎と診断された。入院後からチラーヂン S の内服を開始し、甲状腺機能やその他の異常

所見は改善した。経過良好で 9 月に退院した。 

【考察】本児は数年にわたる成長障害を認めており、早期に発見できる機会があったと考え

られた。学校健診で成長率低下や低身長を発見した際には、治療で改善可能な甲状腺機能

低下症を鑑別に挙げる必要があると考えられる。 



（８）発熱を契機として Brugada 型心電図が惹起された 1 例 

内科：臨床研究部           平野才人(研修医)、安部健太郎、 

原田 林、的場ゆか、鈴木 哲 

 

【症例】 

73 歳男性． 

【主訴】発熱，悪寒 

【現病歴】 

2 型糖尿病，高血圧に対して当院糖尿病・内分泌代謝内科で外来通院中であった． 

X 年 10 月に悪寒及び発熱が認められ，当院へ救急搬送となった． 

来院時，38.3 度の発熱及び血液検査で白血球数 14,800 /µL，CRP 6.00 mg/dL の炎症所

見と尿検査で細菌尿，加えて 12 誘導心電図検査で胸部 V1 から V2 誘導に Coved 型

Brugada 型心電図波形が認められたため，加療目的で当院に入院となった． 

【臨床経過】 

尿路感染症に対して CTRX の投与を開始し，第 5 病日に尿培養検査で起炎菌が E. coli と

判明したため，薬剤感受性試験の結果から抗菌薬を CEZ へ de-escalation した．第 10

病日に投与を終了とし，第 13 病日に退院とした． 

一方，心電図波形に関しては，第 2 病日に解熱して以降，第 4 病日に V2 誘導での Saddle 

back 型 Brugada 型心電図へ変化し，第 8 病日には全誘導で正常波形となった．入院時か

ら退院日まで胸部症状は認めず，モニター心電図でも 24 時間観察を行ったが致死的不整

脈の出現は認めなかった．退院後に循環器専門病院を紹介受診し，精密検査で無症候性

Brugada 症候群と診断されるに至った． 

【考察】 

今回，発熱を契機として Brugada 型心電図が惹起された 1 例を経験した．一般的に，

Brugada 症候群は致死的不整脈につながる遺伝性不整脈の 1 つとして知られているが，

本症例のように発熱などの要因で Brugada 型心電図が出現することもある．発熱誘引性

も含めた Brugada 型心電図の出現に関して文献的考察も交えて報告する． 

 

 

 

 



（９）再発難治性多発性骨髄腫の一例 

血液・感染症内科：臨床研究部    麻生皆人(研修医)、武藤敏孝、 

髙月 浩 

 

【症例】59 歳、男性【主訴】腰痛、側胸部痛【現病歴】X-6 年 12 月から左肩痛が出現。後

頚部・両脇部の痛みも出現し、寝返りも困難な程の疼痛を自覚していたため、X-5 年 1 月

に近医整形外科を受診した。鎖骨 Xp で骨腫瘤を認め、2 月に当院整形外科紹介受診した。

CT で多発性骨髄腫が疑われ、同月当科紹介受診となった。尿中 BJP-κ陽性であり、FLC 

62.96 と偏り認め、骨髄評価目的に 2 月に当科入院となった。骨髄検査施行したところ異

常形質細胞を 12％程度認め、症候性多発性骨髄腫と最終診断された。その後 VCD 療法、

自己末梢血幹細胞移植施行。PR 相当の奏功にとどまり、その後地固め療法・維持療法と

しての Ld 療法を施行。12 コース後時点で骨髄検査・血液検査などより CR と判定した。

その後も Ld 療法を継続していた。30 コース施行後時点の X-1 年 5 月にも血液検査等か

ら治療効果は CR と判断していた。しかし同年 3 月頃より軽度の腰痛や側胸部痛が気にな

り始め、6 月近位整形外科で Xp 検査施行したところ圧迫骨折の所見を認め、7 月に当科

紹介となった。MRI 施行したところ、骨髄腫関連と思われる病変を呈しており、骨髄評

価目的に 8 月当科入院となった。【経過】今回施行した血中、尿中蛋白免疫電気泳動では

M 蛋白は検出されず、尿中 BJP も陰性であり、FLC は 5.61 と初発時に比べ軽鎖の偏り

は軽度であった。しかし骨髄検査を施行したところ、骨髄内に腫瘍細胞が 90％以上認め、

骨髄腫再燃と診断した。X-1 年 9 月より初回治療で奏効した VCD 療法を施行したが、同

月末の骨髄検査で腫瘍細胞は 70％以上残存しており、治療抵抗性であった。そのため新

規薬剤を用いた DRd 療法に変更し、12 月に施行した骨髄検査などで治療効果は sCR と

奏効した。現在も化学療法継続中である。 

【考察】 

多発性骨髄腫は近年新規薬剤の登場により治療成績が向上している。しかし奏功が得られ

ても治癒することは皆無であることや、再燃時に初発時と特徴が異なることもあり、再燃

診断・再燃時の治療に難渋することにつながる。その点も踏まえて最近の知見を交え発表

する。 



（10）再発乳腺原発悪性リンパ腫の一例 

内科・外科：臨床研究部      藤川諒太（研修医）、武藤敏孝、 

田邊麗子、安部健太郎、髙月 浩 

 

【症例】79 歳、女性 

【現病歴・経過】2000 年に左乳腺原発悪性リンパ腫(primary breast lymphoma;PBL)(組織

型:びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫;DLBCL)と診断され、CHOP 療法 6 コース+RTx

により寛解が得られた。2017 年まで当院当科で外来フォロー行っており、再発なく経過

していた。2020 年 9 月に右乳房の疼痛を伴う巨大腫瘤を主訴に当院外科外来を受診し、

精査の結果、右乳腺原発悪性リンパ腫（DLBCL）と診断された。当科コンサルトあり悪

性リンパ腫の精査・加療目的に入院、10 月から化学療法を開始した。レジメンは初発か

ら 20 年経過後の発症であること、及び前回の治療歴を考慮して R-THPCOP 療法 6 コー

スを計画した。治療中大きな問題なく経過しており、5 コース終了後の 2021 年 2 月現在、

腫瘤の著明な縮小を認めている。 

【考察】PBL は節外性悪性リンパ腫の 2%程度とまれな疾患である。治療戦略についてもま 

とまった報告が乏しく定まっていない状況であり、さらなる症例の蓄積が望まれる。今回、

長期寛解後に再燃した PBL に対して R-THPCOP 療法を施行し、奏功した症例を経験し

た。PBL の特徴および治療について若干の文献的考察を交えて発表する。 



（11）カタトニアと NCSEの鑑別を要した統合失調症の一例 

精神科：臨床研究部        山本侑季（研修医）、中尾 円、     

磯村周一 

 

【症例】62歳 男性 

【主訴】発動性の低下 

【現病歴】X-10 年、幻覚妄想状態を呈し、統合失調症の診断にて入院加療が継続されてい

た。X年 2月ごろよりぼんやりとした状態が増え、独力で食事ができなくなるなど ADLの

低下を認めるようになった。その後、筋固縮、嚥下障害などが出現し、亜混迷状態となっ

たため、電気けいれん療法（ECT）目的に同年 4月に当科紹介となった。 

【入院後経過】入院時、全身の筋固縮は著明であり、統合失調症を背景としたカタトニア状

態を呈しているものと考えられた。反応性は日内変動があり、臥位でぼんやりと宙を眺め

ているときもあれば、促しでリハビリに参加することができる時間帯もあった。ECT施行

のため、筋緊張軽減目的に処方されていたクロナゼパムを減量していたところ、右上肢に

わずかではあるが律動的な不随意運動が出現するようになった。脳波検査を行ったところ

全般性の律動性徐派を認め、わずかな運動症状、疎通性の低下などの身体症状と併せて、

非けいれん性てんかん重積（NCSE）と判断し、抗てんかん薬を主剤とした薬物療法を行う

方針に変更した。NCSE の治療後、発動性、疎通性の改善を認め、紹介もとに転院となっ

た。 

【考察】発動性の低下が著明な状態像として精神科領域ではカタトニア概念が近年盛んに議

論されているが、状態像から安易に治療選択を行うことなく、原因となる病態を鑑別する

ことが重要である。特に NCSEは治療対応がカタトニアと異なるため、優先的に鑑別する

必要があるものと考える。 



（12）急性腹症で発症した肝副葉の茎捻転に対して腹腔鏡下肝部分切除を 

施行した 1 例 

外科：臨床研究部          谷口法隆(研修医)、大橋生嗣、 

堤 宏介、山﨑 徹 

 

【症例】36歳、男性【主訴】心窩部痛【現病歴】20XX年 11月 9日から心窩部痛が出現し、

改善がみられなかったため 11月 12日に当院救急外来を受診した。バイタルサインは異常

なかったが、心窩部に軽度の圧痛を認めた。腹部超音波検査・CT検査・EOB-MRIで尾状葉

から連続して左下方へ突出する 4cm大の腫瘤性病変を認め、肝副葉が考えられた。また、

同画像検査にて、肝副葉茎捻転による血流障害も疑われたため、手術目的に 11月 16日に

入院となった。 

【手術所見・術後経過】尾状葉から派生する肝副葉を認め、捻転所見を認めた。捻転部で肝

副葉の切離を行い、摘出した。術後 1 日目より食事を開始し、経過良好のため 11 月 25 日

に退院となった。退院後、術前に認めていた心窩部痛は消失した。病理組織検査では、摘

出した肝臓は、長期経過した慢性うっ血肝を背景に、今回の症状を引き起こしたものと思

われる捻転に起因する急性循環障害が認められた。【考察】肝臓の形態異常には、肝副葉と

異所性肝(副肝)がある。肝副葉は正常肝組織で構成され、主肝との間に実質性の茎や間膜

によって連続性を保っているものであり、茎や間膜内には動脈、門脈、胆管が存在してい

る。一方、異所性肝(副肝)は主肝との連続性はなく、胆嚢漿膜面に見られることが多い。

肝副葉は、一般的に臨床症状を呈することはなく、手術時や剖検時に偶然発見されること

が多い。画像検査で発見されたとしても、肝腫瘍との鑑別は困難なことが多い。本症例の

ように急性腹症を引き起こす場合もあり、肝副葉捻転を念頭に置く必要がある。 



（13）術前化学療法が奏功し、病理学的完全奏功（pCR）が得られた局所進行 

乳癌の 1例 

外科：臨床研究部         近藤哲也（研修医）、久保顕博、 

堤 宏介、近沢信人、鈴木宏往、 

大橋生嗣、田邊麗子、轟木秀一、 

山﨑 徹  

放射線科：臨床研究部       池 俊浩、川波 哲  

臨床検査科：臨床研究部      近藤慧一、眞田咲子 

 

【症例】70 歳、女性【主訴】左乳房腫瘤【現病歴】X-1 年 5 月に左乳房腫瘤を主訴に前医

受診、針生検で浸潤癌と診断され、当科紹介受診した。左乳房 CD 領域に 27 ㎜大の腫瘤

を認め、多発する腋窩リンパ節腫大も認めており、StageⅢBの局所進行乳癌と診断され

た。生検標本の病理組織診で ER(＋;5-10%,PS2+IS2)、PgR(－;0%)、HER2(－;score1)、

Ki-67(10％)であり、術前化学療法を行う方針となった。 

【診療経過】術前化学療法として 3qwFEC レジメンを開始し、計 4 コース施行し、続いて

3qwDOCレジメンを計 4コース施行した。化学療法完了後に 38℃台の発熱を認め、入院に

て加療及び原因の検索を行ったが明らかな原因は判明しなかった。化学療法完了後の MRI

再検にて左乳房の腫瘤は 0.7mm 程と著明に縮小しており、左腋窩のリンパ節腫大も縮小

を認め、化学療法の奏功度は高いと思われた。治療開始後約半年で左乳房切除及び腋窩

リンパ節郭清を施行したが、術中所見では切除乳房の視触診で腫瘍は確認できず、腋窩

リンパ節も明らかな腫大や癒合を認めなかった。摘出標本の病理組織診断では乳管内に

一部 viableな病変を認めるのみで腫瘍はほとんど消失しており、また腋窩リンパ節にも

viable な腫瘍の残存を認めず、病理学的完全奏功（pCR）と判定された。術後経過良好

にて術後 17日目に退院となった。 

【考察】局所進行乳癌（StageⅢ）に対する治療は、まず全身薬物療法を行い、続いて局所

療法（外科療法および放射線療法）を行うという集学的治療が標準的である。術前化学

療法としては HER2 陰性例ではアンスラサイクリン含有レジメンとタキサンとの順次併

用（または同時併用）療法が推奨されている。pCR 率は 10～30％とされており、pCR を

得た患者では生存率、無再発生存率ともに有意に良好であることもわかっている。本症

例も良好な予後が期待できると推考され、年齢や有害事象も考慮した至適な術後治療方

針を検討している。 

 

 

 

 



（14）MSI検査を契機に Lynch 症候群と診断した進行卵巣明細胞癌の一例 

産婦人科：臨床研究部        柏田浩伸(研修医)、小野結美佳、 

河村京子、萩本真理奈、久保沙代、 

浦郷康平、川上浩介、牟田 満、 

川越秀洋、大藏尚文 

臨床検査科：臨床研究部       元島成信 

外科：臨床研究部          轟木秀一、山﨑 徹 

看護部：臨床研究部         下川亜矢 

 

Lynch 症候群はミスマッチ修復遺伝子の変異により大腸癌、子宮体癌、胃癌を好発する遺

伝的疾患である。卵巣癌も Lynch 症候群関連腫瘍の一つとされている。今回、若年の進行

卵巣癌で、マイクロサテライト不安定性(MSI)検査を契機に Lynch症候群の診断に至った症

例を経験したので報告する。 

38 歳、3 妊 3 産。2 か月前からの腹部膨満感を主訴に当院紹介となった。精査で肝転移を

有する原発性卵巣癌を疑い開腹手術を施行した。手術所見は左側卵巣に 10cm大の多房性嚢

胞性腫瘤を形成しており、腹膜、大網、腸管表面に播種性病変を認めた。術中迅速検査で

腺癌と判断し、単純子宮全摘出術、両側付属器摘出術、大網切除術を施行した。摘出標本

の病理組織学的検査で明細胞癌であった。臨床的に肝転移を認め、卵巣癌ⅣB期(pT4bNXM1)

と診断した。術後化学療法として TC療法を開始した。 

実母：脳腫瘍(神経膠芽腫)(50 歳)、母方叔母：子宮体癌(41 歳)、大腸癌(52 歳)、膵臓癌

(69 歳)、母方祖父：胃癌(30 歳代)の家族歴があり、Lynch 症候群の可能性を考えた。2 人

の同胞や 3 人の子供のためにも遺伝性腫瘍を本人が不安に感じており遺伝カウンセリング

を行い、MSI 検査を施行した。結果は MSI-H であり、ミスマッチ修復遺伝子の遺伝学的検

査により MSH2の病的バリアントを確認し、Lynch症候群と確定診断した。 

TC 療法は 3 サイクル目まで PR であったが、6 サイクル施行時点で SD と判断した。ペンブ

ロリズマブに変更したところ、腫瘍マーカーが著減し、肝転移巣、骨盤内腫瘤も縮小した。

現在もペンブロリズマブを継続し、同時に Lynch 症候群関連疾患に対して定期的なサーベ

イランスを行っているが現時点ではその他の悪性腫瘍の発症は認めない。遠方の同胞にも

Lynch症候群であることを本人より説明した上で、近隣の施設で遺伝カウンセリングの後、

遺伝学的検査を施行され陰性であった。今回、文献的考察を含めて本症例の臨床経過およ

び遺伝カウンセリングの工夫を報告する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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（病理診断科）   眞田 咲子 

 

本年度の剖検は 4件、年度内に 3件の CPC を行いました。 

（1件は 21週の子宮内胎児死亡例で、討論すべき臨床病理学的所見に乏しく CPCは 

開催しなかった。） 

 

第一回 

2020 年 10 月 12 日  

剖検番号：A20-0001 

集学的治療を行い 2 年 6 カ月生存した膵頭部癌の一剖検例 

参加者 35 名 

 

第二回 

2021 年 1 月 25 日 

剖検番号：A20-002 

呼吸不全の増悪を伴い脂肪した子宮癌肉腫疑いの一剖検例 

参加者 36 名 

 

第三回 

2021 年 2 月 8 日 

剖検番号：A20-0003 

出生早期に死亡した原因不明の胎児水腫の剖検例 

参加者 41 名 

 

 

 

 

 



CPCの記録 

第一回 

剖検番号：A20-0001 

死亡時刻：2020 年 3 月 19 日 8：38 

剖検時刻：2020 年 3 月 19 日 

死後：約 3 時間 30 分 

執刀医：中山正道、近藤慧一  助手：今村彰吾、山口夏帆 

介助：近藤哲也、谷口法隆、藤川涼太、麻生皆人、岩崎哲也、中島 彩、平野才人 

 

【病理診断】 

●主病変 

#1 原発性膵癌 

     組織型：浸潤性膵管癌, 中分化型>低分化型,  

     浸潤・転移：両側肺、肝臓、胆嚢、両側副腎、心膜、腹膜、腰椎 

     【Ph, Pb, TS3 (50 mm), infiltrative type, pT3, int, INFc, ly2 (D2-40), v2 (EvG), ne3, 

mpdx, pCH0, pDU0, pS1, pRP1, pPV1, pA0, pPL1, pOO1, pN1b, pM1, pStageⅣ】 

治療効果判定： Grade 1b 

#2 小葉中心性肝細胞壊死 

#3 急性尿細管障害 

 

●副病変 

#1 陳旧性心筋梗塞 

#2 求心性心肥大 

#3 腺腫様甲状腺腫 

#4 大動脈粥状硬化症（中等度） 

#5 脾欝血 

 

【総括】 

 2017 年 CA19-9 が 370 と高値であったために 9 月に当院紹介受診され、CT および PET

検査にて局所進行膵頭部癌と診断されていた患者。GEM による治療を開始。腫瘍マーカー

の著明な低下を認め CT で肝転移の出現がなかったために 2018 年 5 月より他院にて温熱療

法・化学放射線療法（S1+54Gy)・高気圧酸素療法を施行。2018 年 9 月からマーカー上昇。

11 月 S1 に、2019 年 2 月から GEM＋アブラキサンに、8 月より GEM+CDDP に変更。9

月肝転移、肺転移認める。化学療法続けるも 2020 年 1 月腰痛が出現し腰椎転移を認め RT

実施。以後 BSC となっていた。2020 年 3 月に全身状態悪化し死亡退院となった。 

 膵臓は膵頭部～体部にかけて広範囲が腫瘍に置換されており、両側肺、肝臓、胆嚢、両側

副腎、心膜、腹膜、腰椎と広範囲に腫瘍の転移を認めた。組織型は中分化相当の浸潤性膵管

癌である。多臓器にわたり腫瘍の浸潤・転移が認められ、死因は癌死と考えられる。 



【臨床側からの疑問点】 

①原発は膵鉤部と考えてよいか？ 

膵頭部を主体に病変の広がりをみており膵鉤部原発と考えても矛盾しない。 

 

②原発巣の膵鉤部に対する CRT の効果(viable な細胞はどの程度残存しているか) 

原発巣では一部腫瘍部は線維化しており CRT 効果認められるものの、腫瘍の残存率は全体

では 50%~90%であり、化学療法の効果は Grade 1b 相当と考える。 

 

③転移の範囲はどの程度か？また腰椎転移へのＲＴの効果は？ 

腫瘍の転移は両側肺、肝臓、胆嚢、両側副腎、心膜、腹膜、腰椎に認められた。 

腰椎では一部 viableな細胞の残存も認められるが8割は壊死もしくは線維化に陥っており、

RT の効果が認められる。 

 

④ターミナル期の腎機能低下は DIC によるものか？ 

腎臓は尿細管に急性尿細管障害が確認されるが、DIC を疑うような fibrin 血栓は認められ

ない。 

 

⑤35 歳で AMI を罹患しているが冠動脈の状態は？ 

両側冠動脈に動脈硬化と石灰化は認められる。特に右冠動脈では高度な線維化と石灰化を伴

い 90%程度の狭窄を起こしている部位も確認された。35 歳時のＡＭＩとの関連性が示唆さ

れた。 

 

 



第二回 

剖検番号：A20-002 

死亡 2020 年 9 月 25 日 0 時 15 分 

剖検 2020 年 9 月 25 日 9 時 39 分 

所見会 2021 年 1 月 25 日 18 時 00 分 

執刀医：近藤慧一 

指導医：眞田咲子 

 

【主病変】 

#1 びまん性肺胞障害(DAD) 

#2 腹膜原発二相型悪性中皮腫（実質浸潤：子宮、卵巣、膀胱 漿膜浸潤：食道、胃、小腸、 

大腸、脾臓、肝臓） 

#3 気管支肺炎 

#4 肺うっ血水腫 

 

【副病変】 

#1 急性尿細管壊死 

#2 小葉中心性肝壊死(ショック肝) 

#3 求心性心肥大 

#4 腺腫様甲状腺腫 

 

【総括】 

2020 年 3 月より不正出血を認め子宮腫瘤を指摘。9 月に手術予定であったが術前に呼

吸状態が急変、死亡。剖検となった症例。 

腫瘍は子宮・両側付属器・膀胱では漿膜面から実質に、肝臓・食道・胃・小腸・大腸・脾臓

では漿膜にびまん性に確認された。免疫染色や腫瘍分布、組織形態から二相型悪性中皮腫と

判断した。肺は気管支肺炎ならびに急性期のびまん性肺胞障害の像であり、腹水や肥満によ

る低換気状態であったところに上記の合併による呼吸不全を起こしたことが直接の死因と

なったと考えられた。 

 

【臨床上の疑問点・検索希望事項に関する考察】 

①腫瘍の原発巣は？ 

免疫染色および組織形態からは腹膜原発の悪性中皮腫と考えられる。 

 

②急激な増悪の要因は？ 

悪性腫瘍によると思われる難治性腹水(腹水:7000 mL)や、高度な肥満(BMI:34.8)による肺の

圧迫により低換気状態であったところに気管支肺炎を発症し、びまん性肺胞障害を生じたこ

とによる呼吸不全が急激な増悪及び直接の死因となったと考えられた。 

 



第三回 

剖検番号：A20-0003 

死亡 2020 年 11 月 4 日 22 時 2 分 

剖検 2020 年 11 月 5 日 10 時 47 分 

所見会 2020 年 2 月 8 日 17 時 00 分 

執刀医：近藤慧一  助手：眞田咲子  

指導医：眞田咲子 

 

【主病変】 

#1 肺低形成（肺/体重比：0.002） 

#2 胎児母体間輸血症候群 

#3 絨毛膜下血栓 

 

【総括】 

在胎 23 週より原因不明の胎児水腫を指摘。25 週 5 日に骨盤位、経膣分娩で出生し、重

症新生児仮死の状態であった。全身皮下浮腫著明であり心拍や自発呼吸を認めず、新生児蘇

生を施行したが心拍や自発呼吸を確認できず生後 17 分で死亡確認。剖検となった症例。 

肺重量は左 1.232g, 右 1.704g であり、肺の総重量が 2.936 g であった。体重が 1470 g であ

り、肺体重比は 0.002 であった。肺低形成の基準は肺体重比 0.012 以下であることから、

本症例は肺低形成であることが確認された。胎児死亡の原因は肺低形成であったと考えられ

る。本症例の胎盤では絨毛膜下に 4.3 x 1.3 cm 大の血腫が確認され絨毛膜下血栓の所見が認

められた。血種には胎児血が混じており、これら一連の所見からは胎児母体間輸血の状態で

あったと推定された。胎児母体間輸血は胎児水腫を来しうる病態であり胎児死亡の一因にな

った可能性が考えられたが、胎児の血液検査からは胎児貧血は認められず臨床的に問題にな

るほどの重度な胎児母体間輸血が発生していたかは不明であった。 

 

【臨床上の疑問点・検索希望事項に関する考察】 

① 児水腫の原因は？ 

胎盤では絨毛膜下に 4.3 x 1.3 cm 大の血腫が確認され絨毛膜下血栓の所見が認められた。血

種には胎児血が混じており、これら一連の所見からは胎児母体間輸血症候群の状態であった

と推定される。胎児母体間輸血症候群が胎児水腫ならびに胎児死亡の一因になったと考えら

れたが、胎児の血液検査からは胎児貧血は認められず臨床的に問題になるほどの重度な胎児

母体間輸血が発生していたかは不明であった。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

臨床研究部関連規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立病院機構小倉医療センター 臨床における倫理に関する方針 

 

基本的人権はもとより当院の「基本理念・基本方針」、「患者の皆様の権利と責務」、「プライバシー

ポリシー」等に基づき、すべての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者にとって最も望ましい医

療を適切かつ十分に提供することを目的として、臨床における倫理に関する方針を次のとおり定めます。 

 

I. 臨床倫理の基本方針 

１ 患者の人権を最大限尊重するとともに、患者と医療従事者が協力し、患者にとって最善の利益を追求

する医療を行います。 
２ 患者の立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努めます。 
３ 医療内容やその他必要な事項について、患者に十分な説明を行います。 
４ 患者の個人情報などプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守します。 
５ 生命倫理に関する法令や診療ガイドライン等に従った医療を提供します。 
６ 医療機関として倫理要領や臨床上の倫理的課題等は、「倫理審査委員会」を中心に組織的検討を行い、

最善の方針を決定します。 
７ 医療の進歩に必要な研究活動は、「倫理審査委員会」を中心に倫理的・科学的観点から妥当性を審査

のうえ、その適否を判定します。 
 
Ⅱ. 具体的な倫理的課題への対応方針 

１ 意識不明・自己判断不能患者への対応について 
意識不明や判断能力のない患者においては、緊急事態で生命に係わる場合で、かつ家族等関係者に連絡

がつかない場合を除いて、家族など適切な代理人の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。 
なお、家族など適切な代理人がいない場合には、患者にとって最善の利益となる方向で治療を行います。 

２ 検査・治療・入院の拒否、指示不履行について 
検査・治療・入院等の必要性並びに利益と実施しない場合の負担と不利益について、患者に十分な説明

を行っても医療行為を拒否した場合は、患者の自己決定を尊重します。 
ただし、感染症法等の規定に基づき、治療拒否が制限される場合があります。 

３ 輸血拒否患者への対応について 
宗教上の理由などから輸血を拒否される患者には、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン（2008 年：

宗教的輸血拒否に関する合同委員会）」に従い、適切に対応します。 
４ 身体拘束について 

やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者には、「身体拘束予防ガイドライン（2015 年：

日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討委員会）」に従い、適切に対応します。 
５ 終末期医療について 

終末期の医療・ケアについては、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン（2007 年：厚生労

働省）」に従い、患者・家族と相談のうえ、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、

疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。 
 



６ 心肺蘇生不要（ＤＮＡＲ）の指示について 
心肺蘇生術（ＣＰＲ）の有効性について、終末期・老衰・救命不能な患者または意識回復が見込めない

場合、患者やその家族に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないことに同意された場合

は、その意思を尊重します。 
ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。 

７ その他の倫理的問題について 
その他の倫理的問題については、「臨床における倫理に関する方針」の臨床倫理の基本方針に従い判断

しますが、必要に応じて「倫理審査委員会」で審議を行い、その方針に従います。 

 

  



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研究倫理規程 

（目的） 

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（以下「当院」という。）における研究の適正な推進を

目的として定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「職員」とは、当院において研究

を行うすべての者をいい、研修生、研究生、実習生、臨時職

員等を含む。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。 

２ この規程に定めのない事項については、「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２５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。）の定めるとこ

ろによる。 

 

（原則） 

第３条 職員が研究を行う場合には、この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、

当該研究を実施してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、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等の法令に別途定めが

ある場合には、当該法令の定めるところにより、研究を実施

することができる。 

 

（倫理指針の遵守） 

第４条 職員は、倫理指針を誠実に遵守し、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、研

究を実施しなければならない。 

 

（倫理審査委員会の設置） 

第５条 院長は、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６条 院長は、倫理指針の定めるところにより、倫理審査委

員会に審査を依頼し、その審査の結果に従い、病院における

研究の実施又は継続の許可又は不許可その他研究について必

要な措置を決定しなければならない。また、職員は、院長の

許可を得た後でなければ、研究を実施してはならない。倫理

審査が必要であって、審査申請のない研究については、委員

会は院長に研究を中止させるものとする。 

 

（倫理審査委員会） 

第７条 倫理審査委員会に関する事項については、倫理指針の

定めるところに従い、別に定める。 

 

（補足） 

第８条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し

必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

（目的） 

第１条 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。）における研究を適正に推進するために、

「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２５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。）及び「独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

研究倫理規程」に基づき、当院に有識者から成る倫理審査委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ また、上記倫理審査委員会では、臨床倫理に関する諸問題

に解決に向けて検討および対応の是非を判断する。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程における各種用語の定義は、特に定める場合

を除き、「独立行政法人国立病院機構小倉医療センター研究

倫理規程」の定めるところによる。 

 

（責務） 

第３条 委員長は、当院院長又は倫理指針対象研究を実施する

他の研究機関の長から審査を依頼された次の各号について、

倫理指針の定めるところにより、審査を行い、必要な意見を

院長に答申する。 

一 職員が行う研究に関すること 

二 その他 

 

（組織） 

第４条 委員会は、当院院長が指名する者をもって組織する。 

 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局を当院企画課に置く。 

 

（開催頻度） 

第６条 委員会は、原則毎月開催するものとする。ただし、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。 

 

（運営等） 

第７条 委員会の運営等については「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手順書」にしたがって研

究倫理の審査を行う。 

２ 臨床倫理の問題解決については、前項に準じて検討を行う。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定める他、この規程の実施にあたって必要

な事項は当院院長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１８年１１月 １日から施行する。 

この規程は、平成１９年１０月 ４日から施行する。 

この規程は、平成２３年 ６月１０日から施行する。 

この規程は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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

院機構小倉医療センター（以下「当院」という。）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

立病院機構小倉医療センター研究倫理規程」の定めるところに

よる。本手順書で、「倫理指針」とは、「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２５年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）のこ

とをいう。 

 

第１章 倫理審査委員会 

（委員会の責務） 

第３条 委員会は、すべての倫理指針対象研究（以下「研究」とい

う。）の対象となる個人（以下「研究対象者」という。）の人権、

安全及び福祉を保護しなければならない。 

２ 委員会は、社会的に弱い立場にある者を研究対象者とする可

能性のある研究には特に注意を払わなければならない。 

３ 委員会は、倫理的及び科学的妥当性の観点から研究の実施及

び継続等について審査を行わなければならない。 

 

（委員会の構成） 

第４条 委員会は、当院院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 委員長：副院長 

二 副委員長：委員長が指名する者 

三 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者：医師複数名、 

看護部長、、薬剤部長、副看護部長 

四 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：事務部長、外部委員 

五 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者：外 

部委員 

２ 「外部委員」とは、当院に所属する職員以外の者で、人文、社

会科学の有識者又は研究対象者の観点も含めて一般の立場から

意見を述べることができる者をいう。 

３ 外部委員は複数名おくこと。 

４ 委員の任命又は委嘱は当院院長が行う。ただし、本条第２項

の外部委員については、当院統括管理者会議の議を経て行う。 

５ 委員の任期は１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。 

６ 委員長は当院院長が指名する。 

７ 委員長がその業務を行えない場合には、副委員長がその業務

を代行する。また、委員長および副委員長がともに委員長とし

ての業務を行えない場合には委員の互選をもって委員長代行を

選出し、業務を代行するものとする。 

 

（委員会の業務） 

第５条 委員会は、その責務の遂行のために、当院院長又は他の

研究機関の長（以下「院長等」という。）から次の最新の審議資

料を入手しなければならない。 

一 倫理審査申請書 

二 研究責任者・共同研究者リスト 

三 研究計画書 

四 同意・説明文書又は情報公開文書 

五 その他、委員会が必要とする資料 

２ 委員会は、研究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。なお、医薬品の適

応外使用の調査審議については、「独立行政法人国立病院機構小

倉医療センター医薬品の適応外使用及び特殊製剤の取扱手順書」

によるものとする。 

３ 委員会は、研究責任者に対して委員会が研究の実施を承認し、

これに基づく院長等の指示及び決定が文書により通知されるま

で研究対象者を研究に参加させないように求めるものとする。 

４ 委員会は、研究対象者の死亡その他研究の実施に際して生じ

た重大な事態及び研究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研究対象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。 

５ 委員会は、実施中の各研究について、進行状況を随時把握し、

研究対象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し、研究の終了、中止又は中断を確認する。

なお、必要に応じて研究の実施状況について調査し、必要な場

合には、文書をもって院長等に意見具申を行う。 

６ 委員会は、委員会で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、目的を明確にした上で行い、

院長等に対して、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。特に、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は、

上記に加え、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を

確保するために調査が必要と判断された場合にも、調査を行う。 

 

（委員会の運営） 

第６条 委員会は、委員長が召集する。 

２ 委員会は、原則として毎月開催するものとする。ただし、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 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開催日等を文書で通

知するものとする。 

４ 審査及び採決は、５名以上の委員が参加し、うち人文、社会科

学の有識者及び一般の立場を代表する者である委員が各１名以

上、外部委員が２名以上、女性委員が１名以上参加しているこ

とを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。 

５ 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によるものとする。参加委

員全員の合意が得られない場合は、継続審議とする。 

６ 審査対象となる研究に関与する者又は利益相反関係にある者

は、委員会に対しその関与する研究について情報を提供できる

が、当該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。また、委員長は、委員の利益相反等について確認

し、該当する委員がいた場合には当該審査及び採決時に退席さ

せるものとする。 

７ 委員会は、審査に当たって、必要に応じて研究責任者又は共

同研究者（以下「研究責任者等」という。）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、研究責任者等は委員会の審査及び採決



には参加できないものとする。委員長は、審査及び採決時には

退席させるものとする。 

８ 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。例えば、特別な配慮を必要とする者を研

究対象者とする研究計画書の審査を行う場合等があげられる。 

９ 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 

１０ 委員会は、審査終了後速やかに、審査の経過及び結果を文

書により院長等に報告する。 

１１ 委員会は、申請者の研究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。 

１２ 条件付承認となった場合は、委員会は研究責任者より文書

にて修正報告の提出を受け、修正事項について確認の上、院長

等に報告する。 

１３ 審査を依頼した院長等は、倫理審査委員会の審議及び意見

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、委員会の

同意を得た上で、その会議に同席することができる。 

 

（迅速審査） 

第７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 承認済みの臨床研究について、研究計画の軽微な変更の審  

 査 

二 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 

三 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 

四 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 

五 その他、委員長が迅速審査可能と判断した研究計画の審査 

２ 迅速審査は、委員長が指名する者によって行い、第６条第９

項に従って判定し、院長等に審査結果を報告する。委員長は、次

回の委員会で迅速審査の内容と審査結果を報告する。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。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。 

３ 本条第１項一に規定する軽微な変更とは、研究の実施に影響

を及ぼさない範囲で、研究対象者への負担やリスクが増大しな

い変更を指す。具体的には、研究実施体制の変更、研究責任者等

の変更、研究期間の変更、研究計画書の記載整備、医薬品・医療

機器等の添付文書改訂、添付文書改訂に伴う副作用の変更、実

施予定症例数の変更等があげられる。 

４ 本条第一項五に規定する審査については、統括管理者会議に

て妥当性を検討する。 

 

第２章 倫理審査委員会事務局 

（倫理審査委員会事務局の設置、構成、業務） 

第８条 当院院長は、委員会の業務の円滑化を図るために、委員

会の運営に関する事務のため、倫理審査委員会事務局（以下「事

務局」という。）を設置するものとする。 

２ 事務局は、当院院長が指名した次の者で構成する。 

一 事務局員： 専門職 

３ 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 委員会の審査等の記録（審査及び採決に参加した委員の記 

録を含む） 

三 審査結果通知書の作成及び院長等への提出並びに研究責任 

者への交付（委員会開催日から７日以内に交付） 

四 議事要旨、委員会が作成する資料等の保存 

五 前条に規定する迅速審査の依頼 

六 秘密保持、利益相反管理に関する業務 

七 委員会に関する各種規程・手順書の作成 

八 情報（本手順書、委員名簿並びに議事要旨）の公開 

九 委員名簿、開催状況、委員の出席状況、議事要旨及び審査時 

間その他必要事項について年１回厚生労働大臣等への公表 

 十 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 

 十一 厚生労働大臣等が実施する調査への協力 

４ 事務局業務に従事する者は、次の事項を行うものとする。 

一 委員会で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若しくは公正性の観点から重大な懸念 

が生じた場合には、速やかに当院院長に報告しなければなら 

ない。 

二 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 

受講する。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受講す 

る。 

 

（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倫

理審査委員会事務局長とする。 

一 当該手順書及び規程 

二 委員名簿 

三 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 

四 議事要旨（審査及び採決に参加した委員名簿を含む。） 

五 書簡等の記録 

六 その他必要と認めたもの 

２ 前項に掲げる記録の保存期間は原則５年とする。ただし、前

項三については、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

のに関する記録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）は、適切に保存する。 

３ 第１項に掲げる記録の保存は、企画課の倉庫の鍵のかかる保

管庫で保管する。 

 

第３章 委員 

（委員の責務） 

第１０条 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。 

２ 委員は、前項について誓約書を提出することとする。 

３ 委員は、審査を行う課題において利益相反関係にある場合は、

事前に事務局へ申告するとともに、審査及び採決には参加しな

い。 

４ 委員は、業務に先立ち教育・研修を受講する。その後も適宜継

続して教育・研修を受講する。 

５ 委員は、委員会で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若しくは公正性の観点から重大な懸

念が生じた場合には、速やかに当院院長に報告しなければなら

ない。 

 

 



（雑則） 

第１１条 当院院長は、本手順書に定める他、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。 

 

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。 

この手順書は、令和 元年 ７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臨床倫理規程 
 
（目的） 
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（以下「当院」という。）における人を直接対象とする医療

行為において、医の倫理に関するジュネーブ宣言等の趣旨に沿

った倫理的配慮を図り、社会の理解と信頼を得て、適正な医療

等を実施することを目的とする。 
 
（チームの設置） 
第２条 前条の目的を達成するために臨床倫理チーム（以下、

「チーム」という）を設置する。 
 
（チームの組織） 
第３条 チームは次の各号に掲げる職員をもって組織する。 

院長、副院長、統括診療部長、臨床研究部長、事務部長、看護 
部長、医療安全管理係長、専門職 

２ チームにリーダーを置き、副院長が担う。 
３ チームの任期は１年とし、再任を妨げない。 
４ チームに欠員が生じた時は、病院長の指名により補充する。

但し任期は前任者の残任期間とする。 
 
（チームの任務） 
第４条 チームは、臨床における倫理問題について、次条に定め

るカンファレンスにて審議、検討し、対策の速やかな実施を職

員へ具申する。 
２ 審議、検討し、職員以外の有識者等が参画した審議が必要と

判断した場合は、小倉医療センター倫理審査委員会へ報告、委

員会の開催を具申する。 
 
（カンファレンス） 
第５条 リーダーは、職員よりカンファレンス開催の依頼を受け

た場合または、必要に応じて病院長指示のもと早急にカンファ

レンスを開催する。 
２ カンファレンスは、次の各号に掲げる要件を満たす場合に成

立する。 
 一 ５名以上の出席 
 二 男女両性の出席 
 三 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者（医療従事者）、

一般の立場から意見を述べることのできる者（事務職等）双 
方の出席 

 
（職員の責務） 
第６条 職員は診療現場の複数の職種が参加するカンファレンス

にて倫理問題について検討、診療記録に残し、病院としての検

討が必要と判断した場合は、臨床倫理チームへカンファレンス

開催を依頼しなければならない。 
２ カンファレンス開催依頼を行った職員は、関連する職員とと

もにカンファレンスへ参加し、症例の概要、抱えている倫理的

課題等について報告しなければならない。なお、院長指示のも

と開催されるカンファレンスにおける関係職員についても、こ

の規程は適用される。 
３ 職員は、倫理審査委員会およびカンファレンスによって審

議、検討された対策を速やかに実施しなければならない。 
 
（チームの事務） 
第７条 チームの事務は、企画課（医事）にて行う。 
２ チームの議事は、企画課（医事）にて作成・保管する。あわ

せて診療記録に概要を入力する。 
 
 
 

附 則 
（施行期日） 
この規程は、令和 元年 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における 
臨床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小倉医療セン

ター研究倫理規程（以下「規程」という。）に従って実施される

研究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。本手順書で、「倫理指針」とは「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２５年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）

のことをいう。 
 
第１章 研究者等 
 
（研究者等の責務等） 
第３条 研究者等は、研究を実施するに当たっては、次の各号に

定める事項を遵守しなければならない。 
一 規程及び「ヘルシンキ宣言」、倫理指針、法令及びこれらに 
関わる通知等を遵守して、倫理審査委員会（以下「委員会」と 
いう。）の審査及び院長の許可を受けた研究計画書に従って、 
研究を実施すること。 

二 研究対象者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守るこ 
と。 

三 一般的に受け入れられた科学的原則に従い、科学的文献そ 
の他科学に関連する情報源及び十分な実験に基づくこと。 

四 第５章に規定する手続によって、インフォームド・コンセ 
ントを受けること。 

五 研究の実施に先立ち、研究に関する倫理その他研究の実施 
に必要な知識についての講習その他必要な教育を受けること。 
また、研究期間中も適宜継続して教育・研修を受けること。 

六 個人情報の保護については、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における特定個人情報等の適 
正な管理に関する基本方針（平成２７年１２月１０日制定）、 
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 
国立病院機構特定個人情報取扱規程（平成２７年規程第７３ 
号）（以下「個人情報保護関係規程等」という。）を遵守するこ 
と。また、第８章を遵守すること。 

七 実施する研究における個人の収益等、当該研究に係る利益 
相反に関する状況について、共同研究者は研究責任者に報告 
すること。 

八 研究対象者又はその代諾者等（以下「研究対象者等」とい 
う。）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すること。 

九 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 
らさないこと。研究の実施に携わらなくなった後も、同様と 
する。 

十 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、速やかに院長及び研究責任者に報告すること。 

十一 研究の倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう事実、 
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院長に報告すること。 

 

 
第２章 研究責任者 
 
（審査の申請） 
第４条 研究責任者は、原則として審査を希望する委員会の開催

前月の１５日までに倫理審査申請書を必要な事項を記入した必

要な書類と共に委員会事務局をとおし、院長へ提出しなければ

ならない。 
 
（研究責任者の責務等） 
第５条 研究責任者は、研究を実施するに当たっては、次の各号

に定める事項を遵守しなければならない。 
一 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第 
３条１項一に従うよう指導・監督すること。 

二 研究の実施に先立ち、適切な研究計画書を作成すること。 
研究計画書を変更するときも同様とする。 

三 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、 
研究計画書を作成すること。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 
対策を講じること。研究を実施する場合又は研究を終了する 
までの間に、研究に伴う危険が予測され、安全性を十分に確 
保できると判断できない場合には、原則として当該研究を実 
施しないこと。 

四 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、院長の許可を受けること。 

五 前号の許可を受ける際には、委員会指定の倫理審査申請書 
のほか、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院長に提出すること。 

六 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 
判断される場合又は研究により十分な成果が得られた場合に 
は、当該研究を中止し、又は終了すること。 

七 介入研究を実施する場合には、あらかじめ、公開されてい 
るデータベース（国立大学附属病院長会議、財団法人日本医 
薬情報センター及び社団法人日本医師会が設置したものに限 
る。）に当該研究に係る研究計画を登録し、研究終了時には研 
究の結果を公表すること。（ただし、知的財産等の問題により 
研究の実施に著しく支障が生じるものとして、委員会が承認 
し、院長が許可した登録内容については、この限りではない。） 

八 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、遅滞なく院長に報告すること。 

九 研究を中止し、又は終了したときは、院長にその旨及び結 
果の概要を文書により報告すること（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） 

十 毎年一回、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任意の様式により院長に報告すること。 

十一 研究の適正性及び信頼性を確保するために必要な情報を 
収集し、検討するとともに、院長に対してこれを報告するこ 
と、また、必要に応じ、研究計画を変更すること。 

十二 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、研究終了後においても、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 
きるよう努めること。 



十三 研究を適正に実行するために必要な専門的知識及び臨床 
経験を十分に有すること。 

十四 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う介入研究を行う場合は、 
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、モニタリングに従事 
する者、監査に従事する者に対して必要な指導・管理を行う 
こと。 

十五 共同研究者の利益相反に関する状況を確認し適切に対応 
すること。 

十六 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、研究計画書に記載する 
こと。 

十七 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究のうち通常の診療 
を超える医療行為を伴うものを実施する場合には、あらかじ 
め、当該研究の実施に伴い研究対象者に生じた健康被害の補 
償のために、原則として、保険に加入すること（ただし、保険 
の設定がされていない場合には、次善策として医療費あるい 
は医療手当等を用意することとし、それも困難である場合に 
は、次善策も困難である理由について、委員会で審査を受け 
た上で、研究対象者にインフォームド・コンセントを得るこ 
と） 

十八 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 
を共有すること。 

 
第３章 院長 
 
（院長の責務） 
第６条 院長は、次の各号に定める事項について研究に対する総

括的な監督を行う。 
一 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、最終的な責任を負うこと。 

二 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すること。 

三 その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らさないこと。 
その業務に従事しなくなった後も、同様とする。 

四 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 
うこと。 

五 研究責任者から研究終了の旨及び研究の結果概要を文書に 
より報告を受けたときは、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。 

六 研究に関する情報等の閲覧その他モニタリング及び監査の 
実施に協力すること。 

七 個人情報を取り扱う臨床研究においては、個人情報管理者 
に事務部長を指名する。 

２ 院長は、次の各号に定める事項について研究実施のための体

制・規程・手順書の整備等を行う。 
一 研究を適正に実施するために必要な体制・規程・手順書を 
整備すること。 

二 当院で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すること。 

三 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 
確保すること。 

四 当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、 
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行 
うこと。 

五 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ること。また、自らもこれらの教育・研修 
を受けること。 

六 当院において定められた規程・手順書により、院長の権限 
又は事務を当院の適当な者に委任できること。 

３ 院長は、次の各号に定める事項について研究の開始から終了

までの手続きに関しての責任を負う。 
一 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、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 
定すること。 

二 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、適切な対応をとること。 

三 委員会が行う調査に協力すること。 
四 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ること。 

五 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委員会に必要な事項について 
報告すること。 

４ 院長は、当院で実施される研究において、この指針に適合し

ていない重大な事項の発生や予測できない重篤な有害事象の発

生に関する措置及び報告の責任を負う。 
一 当院が実施している又は過去に実施した研究について、こ 
の指針に適合していないことを知った場合には、速やかに委 
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、公表すること。 

二 当院における研究がこの指針に適合していることについて、 
大臣又はその委託を受けた者（以下「大臣等」という。）が実 
施する調査に協力すること。 

三 第１０条２項に従い、報告及び公表すること。 
 
第４章 研究計画書 
 
（研究計画書の記載事項等） 
第７条 研究計画書（本条２項の場合を除く。）に記載すべき事項

は、原則として以下のとおりとする。ただし、委員会の意見を受

けて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 
二 研究の実施体制（研究機関の名称及び研究者等の氏名を含 
む。） 

三 研究の目的及び意義 
四 研究の方法及び期間 
五 研究対象者の選定方針 
六 研究の科学的合理性の根拠 
七 第８条 1 項一～九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。） 

八 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、匿名 
加工情報又は非識別加工情報を作成する場合にはその旨を含 
む。） 

九 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 

十 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料（他の研究機 
関に試料・情報を提供する場合及び提供を受ける場合は研究 
に用いられる試料・情報の提供に関する記録も含まれる。）を 
含む。）の保管及び廃棄の方法 

十一 研究機関の長への報告内容及び方法 



十二 研究の資金源等、研究機関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 

十三 研究に関する情報公開の方法 
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 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８条１項十の規定による手続（第５章の規定による 
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。） 

十六 インフォームド・アセントを得る場合には、第８条 1 項 
十の規定による手続（説明に関する事項を含む。） 

十七 第８条 1 項六の規定による研究を実施しようとする場合 
には、同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 

十八 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 

十九 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 

二十 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 

二十一 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 

二十二 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 

二十三 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 

二十四 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 

二十五 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 

２ 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、原則として以下のとおりとする。ただし、委

員会の意見を受けて院長が許可した事項については、この限り

でない。 
一 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。） 

二 試料・情報の収集・分譲の目的及び意義 
三 試料・情報の収集・分譲の方法及び期間 
四 収集・分譲を行う試料・情報の種類 
五 第８条 1 項一～七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。） 

六 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、匿名 
加工情報又は非識別加工情報を作成する場合にはその旨を含 
む。） 

七 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 

八 試料・情報の保管及び品質管理の方法 
九 収集・分譲終了後の試料・情報の取扱い 
十 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 

十一 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
十二 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 

十三 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 

十四 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 

 
第５章 インフォームド・コンセント等 
 
（インフォームド・コンセント） 
第８条 研究者等は、研究を実施する場合で研究対象者又は代諾

者等に対する説明を行うときには、倫理指針及び次の各号に定

める事項を遵守し行わなければならない。 
一 インフォームド・コンセントを受ける手続等 
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・コンセントを受けなければならない。ただし、 
法令の規定による既存試料・情報を提供する場合又は既存試 
料・情報の提供を受ける場合については、この限りでない。 
（１）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、それぞれ次のア又はイ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。 
ア 侵襲を伴う研究 
研究者等は、本条本項三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。 

イ 侵襲を伴わない研究 
（ア）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、本条本 
項三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。 

（イ）介入を行わない研究 
①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、 
本条本項三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人体から取得された試料を用いない研究 



（ⅰ）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、本条本項四①から⑥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。 

（ⅱ）（ⅰ）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、本条本項四①から⑥までの事項を研究 
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。）。 

（２）自らの研究機関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 
ア 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、本条本項三の 
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（ア）から（ウ）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、自らの研究機関において保有 
している既存試料・情報を利用することができる。 
（ア）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。 
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匿名加工情報又は非識別加工情報であること 
（イ）当該既存試料・情報が（ア）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。 
①当該研究の実施について、本条本項四①から④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。 

（ウ）当該既存試料・情報が（ア）又は（イ）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。 
①当該研究の実施について、本条本項四①から⑥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。 

イ 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（ア）から（ウ）までのいずれか 
に該当していなければならない。 
（ア）当該研究に用いられる情報が次に掲げるいずれか 
に該当していること。 
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匿名加工情報又は非識別加工情報であること。 
（イ）当該研究に用いられる情報が(ア)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。 
①当該研究の実施について、本条本項四①から④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。 

（ウ）当該研究に用いられる情報が(ア)又は(イ)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、次に掲げる要件を 
満たしていること。 
①当該研究の実施について、本条本項四①から⑥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研究が実施又は継続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。 

（３）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、本条本項三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 
のアからウ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、当院で既存試料・情 
報の提供を行う者は、提供前に委員会に申請した上で、当 
院の規程等に沿って適正に既存試料・情報を提供し、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。また、院長がその内容を 
把握できるようにしておかなければならない。 
ア 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、院長が当該既存試料・情報の提供に 
ついて把握できるようにしていること。次の（ウ）に該当 
するときには、匿名化の際に対応表が作成されている場 
合、対応表の管理体制についても院長へ報告すること。 
（ア）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。 

（イ）匿名加工情報又は非識別加工情報であること。 
（ウ）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、本条本 
項四①から④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。 

イ 既存試料・情報がア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、委員会の意見を聴いた上 
で、既存試料・情報の提供を行う院長の許可を得ている 
こと。 
（ア）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、本条本項四①から⑥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。 

（イ）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。 

ウ 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 
ア及びイ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、委員会の意見を 
聴いた上で、院長の許可を得ていること。なお、この場 
合において、本条本項七⑴の①から④までの要件の全て 
に該当していなければならない。また、本条本項七（２） 
①から③までのもののうち適切な措置を講じなければな 
らない。 

（４）（３）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。 
ア 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（３）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 

イ 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 

ウ 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、 
本条本項四①から⑥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、本条本項一（３）ア(ウ)に該当することにより（３） 
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、本条本項四①から④までの事項を 
公開しなければならない。 

二 研究計画書の変更 
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、原則として改めて本条本項一 
の規定によるインフォームド・コンセントの手続等を行わな 
ければならない。ただし、委員会の意見を受けて院長が許可 
した変更箇所については、この限りでない。 

三 説明事項 
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、原則として以下のとおりとする。ただ 
し、委員会の意見を受けて院長が許可した事項については、 
この限りでない。 
（１）研究の名称及び当該研究の実施について院長の許可を 

受けている旨 
（２）研究機関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。） 

（３）研究の目的及び意義 
（４）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 

（５）研究対象者として選定された理由 
（６）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 

（７）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） 

（８）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 

（９）研究に関する情報公開の方法 
（１０）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 

（１１）個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、 
匿名加工情報又は非識別加工情報を作成する場合はその旨 
を含む。） 

（１２）試料・情報の保管及び廃棄の方法 
（１３）研究の資金源等、研究機関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 

（１４）研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
（１５）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 

（１６）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 

（１７）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 

（１８）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 

（１９）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 

（２０）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 

（２１）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 

四 研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項 
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。 

①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。） 

②利用し、又は提供する試料・情報の項目 
③利用する者の範囲 
④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 
⑤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。 
⑥⑤の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法 

五 同意を受ける時点で特定されなかった研究への試料・情報 
の利用の手続 
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しなければならない。 

六 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況 
における研究の取扱い 
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、本条本項三の規 
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わなければならない。 
（１）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。 
（２）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。 

（３）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。 

（４）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。 

七 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化 
（１）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、院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、 
本条本項一及び二の規定による手続の一部を簡略化するこ 
とができる。 
①研究の実施に侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴わないこと。 
②本条本項一及び二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。 
③本条本項一及び二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。 

④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。 
（２）研究者等は、（１）の規定により本条本項一及び二の規 
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。 
①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。 

②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。 

③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。 

八 同意の撤回等 
研究者等は、研究対象者等から次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しなければならない。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 
いことについて委員会の意見を聴いた上で院長が許可したと 
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なければ 
ならない。 
（１）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 

（２）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（本条本項十（１）イ（ア）②の拒否を含む。） 

（３）本条本項六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 

（４）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 

九 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 
（１）から（３）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。 
（１）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、院長が当該試料・情報の提供について把握 
できるようにしていること。 
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匿名加工情報又は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試料・情報を提 

供することに特段の理由があり、かつ、本条本項四①か 
ら④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。 

（２）（１）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、院長の許可を 
得ていること。 
①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、本条本項四①から⑥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。 

（３）（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と認められるものであるときに 
おいては、本条本項七⑵①から③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、院長の許可を得ていること。 

十 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の 



手続等 
（１）代諾の要件等 
研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、本条本項一 
～七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 
されていなければならない。 
ア 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（イ（ア）又は（イ）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イ（ア）又は（イ）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 

イ 研究対象者が次に掲げるいずれかに該当していること。 
（ア）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委員会の意見を 
聴いた上で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。 
①研究の実施に侵襲を伴わない旨 
②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 

（イ）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。 

（ウ）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。 

（２）研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、本条本項 
 一～七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、（１）ア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、本条本項三 
の規定によるほか（１）ア②の説明事項を説明しなければな 
らない。 

（３）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・コンセントを受けなければならない。 

（４）インフォームド・アセントを得る場合の手続等 
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 
トを得るよう努めなければならない。ただし、（３）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。 

（５）研究責任者は、（４）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しなければならない。 

（６）研究者等及び既存試料・情報の提供を行う者は、（４）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 
う努めなければならない。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。 

 

第６章 重篤な有害事象への対応 
 
（研究者等の対応） 
第９条 研究者等は、実施中の侵襲を伴う研究に係る重篤な有害

事象及び不具合等（以下「重篤な有害事象等」という。）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 重篤な有害事象の発生を知った場合には、研究対象者等へ

の診断、治療、説明等必要な措置を講じるとともに、速やか

に研究責任者に報告すること。 
二 研究責任者は直ちにその旨を文書により、委員会事務局を

通じ院長に報告すること。 
三 他の研究機関と共同で実施する侵襲を伴う研究の実施に

おいては、当該他の研究機関の研究責任者に対し、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研究機関の研

究責任者が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。）。 
四 本条本項二及び三の報告の際には、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

すること。 
五 報告書提出後に報告すべき追加情報が得られた場合も、研

究責任者は文書により同様に、委員会事務局を通じ院長へ報

告すること。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こと。 
六 研究責任者は、研究者等に対して、当該有害事象の発生に

係る情報を共有すること。 
七 研究責任者は、第１０条１項一の措置として、院長より研

究計画書や同意説明文書の変更を求められた場合は、速やか

に変更を行い、委員会へ変更申請を行うこと。 
八 研究責任者は、第１０条１項二の措置として、院長より再

同意の取得や説明の記録を求められた場合は、速やかに変更

を行い、委員会へ変更申請を行うこと。 
 
（院長の対応） 
第１０条 院長は、前条１項二の規定により研究責任者から侵襲

を伴う研究に関連する重篤な有害事象等の発生について報告が

なされた場合には、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委員会等に報告し、その意見を聴き、

当院における次の各号に定める必要な措置を講じるものとする。 
一 研究責任者の報告に対して、必要に応じ、研究計画書や同 
意説明文書の変更を指示する。 

二 研究責任者の報告に対して、必要に応じ、再同意の取得や 
説明の記録を指示する。 

２ 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、速やかに厚

生労働大臣に報告すると共に、対応の状況及び結果を公表しな

ければならない。 
 
第７章 研究の信頼性確保  
（対象とする試料及び情報等） 
第１１条 研究に伴い発生する試料、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。）を保管対象とする。

また、当院の研究者が研究代表者または個人情報管理責任者等

として実施される多施設共同研究において、当院における保管

が研究計画書で定められている試料及び情報等がある場合、そ

れらの試料及び情報等を含む。 
 
 



（試料及び情報等の保管責任者） 
第１２条 院長は、第１１条で定めた試料及び情報等ごとに以下

の通り、保管責任者を指名し、その業務を委任する。なお、必要

により外部の者に委託する場合には、安全管理等を含む文書に

よる契約を交わすものとする。 
一 研究実施中に発生した試料及び情報等；電子カルテ上の診 
療情報は統括診療部長、電子カルテ上の診療情報以外の試料 
及び情報等は研究責任者、対応表がある場合は研究責任者の 
上席者 

二 研究責任者より委員会に提出された資料等；委員会事務局   
 長 
三 委員会より発行された資料等；研究責任者 

 
（試料及び情報等の保管場所） 
第１３条 研究責任者は、第１２条に従って、保管対象の試料及

び情報等を研究責任者が所属する診療科の鍵のかかる保管庫に

保管する。第１２条１項二については、企画課の倉庫の鍵のか

かる保管庫にて保管する。 
 
（試料及び情報等の保存等） 
第１４条 研究者等は情報等を正確なものにしなければならない。 
２ 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

る場合には、次の各号を遵守しなければならない。 
一 本手順書に基づき、研究計画書に保管方法（保管期間、保管 
場所、保管責任者等）を記載するとともに、個人情報の漏え 
い、混交、盗難、紛失等が起こらないよう適切に、かつ、研究 
結果の確認に資するよう整然と管理しなければならない。 

二 管理の状況、試料・情報の提供に関する記録等について院 
長に報告しなければならない。第５条１項十の規定に沿って 
毎年一回、報告する。 

三 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、適切に保管しなければならない。 
また、匿名化された情報について、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、適切に保管する。 

四 研究対象者等との同意事項を遵守し、試料等を廃棄する際 
には、必ず匿名化しなければならない。 

３ 院長は研究に係る試料及び情報等の保管について、次の各号 
を遵守する。 
一 本手順書に従って、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う。 

二 当該研究機関の情報等について、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う。また、匿名化された 
情報について、当該研究機関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 
督を行う。 

三 試料・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１５条 モニタリング及び監査を受け入れる場合の手順は別に 
定める手順書に従うものとする。 

 
第８章 個人情報等及び匿名加工情報 
 
（個人情報等） 
第１６条 個人情報等に係る基本的責務は以下の通りとする。 

一 個人情報等の保護 
（１）研究者等及び院長は、個人情報、匿名加工情報及び非識別 
加工情報の取扱いに関して、倫理指針の規定のほか、個人情 
報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情 
報保護法及び地方公共団体において制定される条例等を遵守 
しなければならない。 

（２）研究者等及び院長は、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、本条本項二 
及び第１７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１８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。 

二 適正な取得等 
（１）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。 

（２）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１７条 

一 適正な取り扱い 
（１）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研究機関が保有しているも 
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。 

（２）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、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。 

二 安全管理のための体制整備、監督等 
（１）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。 

（２）院長は、当該研究機関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等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。 

 
（保有する個人情報の開示等） 
第１８条 

一 保有する個人情報に関する事項の公表等 
（１）院長は、研究対象者等に係る個人情報に関し、第８条１項 
一～七の規定により、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研究機関が保有してい 
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。 
ア 研究機関の名称及び院長の氏名 
イ 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 

ウ 二（１）、（３）、（４）しくは（６）規定による求め（以下 
「開示等の求め」という。）に応じる手続（二（２）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。） 

エ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口 
（２）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。 

（３）（１）イ及び（二）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。 
ア 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 

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、当該研究機関の権利又は正当 
な利益を害するおそれがある場合（４）院長は、⑵の規定に 
よる利用目的の通知について、（３）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。 

二 開示等の求めへの対応 
（１）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、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。）を求められた場合には、 
請求者に対し、遅滞なく、該当する個人情報を開示しなけれ 
ばならない。ただし、開示することにより次に掲げるいずれ 
かに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないこと 
ができる。また、法令の規定により、保有する個人情報の開示 
について定めがある場合には、当該法令の規定によるものと 
する。 
ア 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 
イ 研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす 

おそれがある場合 
ウ 法令に違反することとなる場合 

（２）院長は、本条本項一（２）の規定による利用目的の通知又 
は（１）の規定による開示を求められたときは、その措置の実 
施に関し、手数料を徴収することができる。ただし、その場合 
には、実費を勘案して合理的と認められる範囲内において、 
その手数料の額を定めなければならない。 

（３）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、その内容が事実でない 
という理由によって、当該内容の訂正、追加又は削除（以下 
「訂正等」という。）を求められた場合には、当該内容の訂正 
等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場 
合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞な 
く必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正等 
を行わなければならない。 

（４）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、第１６条１項二（１）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（２）の規定に反し 
て取り扱われているという理由によって、該当する個人情報 
の利用の停止又は消去（以下「利用停止等」という。）を求め 
られた場合であって、その求めが適正と認められるときは、 
当該規定に反していることを是正するために必要な限度で、 
遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わなければならな 
い。ただし、当該個人情報の利用停止等を行うことが困難な 
場合であって、当該本人の権利利益を保護するため必要なこ 
れに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

（５）院長は、（１）の規定により求められた措置の全部若しく 
は一部について当該措置をとらない旨の決定をした場合又は 
（３）若しくは（４）規定により求められた措置の全部若しく 
は一部について当該措置をとった場合若しくは当該措置をと 
ら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（訂正等を行った場合には、その内容を含む。）を通知し 
なければならない。また、（１）、（３）又は（４）の規定によ 
り、本人等から求められた措置の全部又は一部について、当 
該措置をとらない旨を通知する場合又は当該措置と異なる措 
置をとる旨を通知する場合には、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。 

（６）院長は、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８条１項一～九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であって、その求めが適正と認められる 
ときは、遅滞なく、当該試料・情報の他の研究機関への提供を 
停止しなければならない。ただし、当該試料・情報の他の研究 
機関への提供を停止することが困難な場合であって、当該本 
人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を 
とるときは、この限りでない。 

（７）院長は、（６）の規定により提供の停止を求められた特定 
の個人を識別することができる試料・情報の全部又は一部に 
ついて、他の研究機関への提供を停止した場合又は他の研究 
機関への提供を停止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、 
他の研究機関への提供を停止しない旨を通知する場合又は他 
の研究機関への提供の停止と異なる措置をとる旨を通知する 
場合には、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。 

（８）院長は、開示等の求めに応じる手続として、次に掲げる事 
項を定めることができる。なお、その場合には本人等に過重 
な負担を課するものとならないよう、その負担の軽減に努め 
なければならない。また、本人等が当該手続によらずに開示 
等の求めを行ったときは、請求者に対し、開示等の求めに応 
じることが困難である旨を通知することができる。 
ア 開示等の求めの申出先 
イ 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁 
気的方式その他人の知覚によっては認識することができな 
い方式で作られる記録を含む。）の様式その他の開示等の求 
めの方式 

ウ 開示等の求めをする者が本人等であることの確認の方法 
エ （２）の規定により手数料を定めた場合には、その徴収方 
 法 

（９）院長は、本人等から開示等の求めがあった場合において、 
請求者に対し、その対象となる保有する個人情報を特定する 
に足りる事項の提示を求めることができる。なお、本人等が 
容易かつ的確に開示等の求めを行うことができるよう、当該 
個人情報の特定に資する情報の提供その他本人等の利便を考 
慮するとともに、本人等に過重な負担を課するものとならな 
いよう配慮しなければならない。 

 



（匿名加工情報の取扱い） 
第１９条 

（１）研究者等（個人情報保護法の適用を受ける大学その他の 
学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する 
者であって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱う目的 
の全部又は一部が学術研究の用に供する目的である者に限る。 
以下この第 17 において同じ。）は、匿名加工情報（匿名加工 
情報データベース等（匿名加工情報を含む情報の集合物であ 
って、特定の匿名加工情報を、電子計算機を用いて検索する 
ことができるように体系的に構成したものその他特定の匿名 
加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成 
したものをいう。）を構成するものに限る。以下同じ。）を作成 
するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用い 
る個人情報を復元することができないようにするために必要 
な基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 

（２）研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に 
用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに 
（１）の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えい 
を防止するために必要なものとして定められる基準に従い、 
これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならな 
い。 

（３）研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加 
工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければ 
ならない。 

（４）研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報 
を他の研究機関に提供するときは、あらかじめ、他の研究機 
関に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の 
項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該他 
の研究機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報で 
ある旨を明示しなければならない。 

（５）研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工 
情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用 
いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加 
工情報を他の情報と照合してはならない。 

（６）研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加 
工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加 
工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当 
該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置 
を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけ 
ればならない。 

（７）研究者等は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工して作成 
したものを除く。以下この第 19 条において同じ。）を他の研 
究機関に提供するときは、あらかじめ、他の研究機関に提供 
される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び 
その提供の方法について公表するとともに、当該他の研究機 
関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を 
明示しなければならない。 

（８）匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該匿名加工 
情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用 
いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情 
報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは（１） 
の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又 
は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

（９）匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該匿名加工 
情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報 
の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な 
取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該 
措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

 
 
 
 

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。 
この手順書は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



国立病院機構小倉医療センター  
モニタリングの実施に関する手順書 

 

（目的及び適応範囲） 

第１条 本手順書は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究で

あって介入を伴う臨床研究を対象に、国立病院機構小倉医療セ

ンターにおける適切なモニタリング業務を実施するため、研究

者等、院長及びモニタリング担当者の標準的手順を定めるもの

である。  

モニタリングとは、研究が適正に行われることを確保するた

め、研究がどの程度進捗しているか並びに研究計画書、各手

順、関連法規、及び関連する指針に従って行われているかにつ

いて、研究責任者が指定したものに行わせる調査をいう。研究

責任者が本手順書に規定した業務を共同研究機関に委嘱する場

合には、本手順書の「研究責任者」を「共同研究機関の研究責

任者」に読み替える。  

なお、臨床研究の共同研究機関として参加する場合には、当該

臨床研究におけるモニタリングの手順書に従いモニタリングを

行う。  

 

（実施体制及びその責務） 

第２条 研究責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

一 当該臨床研究の社会的、医学的意義（ベネフィット）とリ

スクの評価を行い、当該臨床研究の実施を判断する。 

二 モニタリングレベル判定表（別添1）に基づき、必要とさ 

れる品質管理水準を設定し、モニタリングに関する計画を立 

案する。モニタリング実施体制及び実施手順について、モニ 

タリング計画書の作成、もしくは、研究計画書に規定する。 

モニタリングの手法については、あらかじめ定められた方法 

により原資料等を直接確認することのほか、多施設共同研究 

においては、EDC（Electronic Data Capture）を用いた方法 

等による、中央にてデータを一括管理し評価すること等も考 

えられる。(表１) 

 

表１モニタリング手法一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 倫理審査申請時までにモニタリング担当者を指名する(表

２) 

 

表２モニタリング担当者一覧 

 

四 本手順書並びに個々の研究ごとに定めたモニタリング計画 

に従い、モニタリング担当者にモニタリングを実施させる。 

五 モニタリング報告書を点検し、必要に応じてフォローアッ 

プを行う。モニタリングで問題が発見された場合、モニタリ 

ング担当者と相談のうえ、再発を防止するため適切な措置を 

講じる。 

六 臨床研究が適切にモニタリングされていることを保証する。 

七 モニタリングに必要となる臨床研究関連資料をモニタリン 

グ担当者に提供する。 

八 モニタリング担当者への各種教育を行う。 

２ モニタリング担当者は、次の各号に定める事項を遵守しなけ 

ればならない。 

一 本手順書、モニタリング計画書及び研究責任者の指示に従 

い、モニタリングを実施する。 

二 モニタリングで問題を発見した場合、研究責任者とともに 

再発を防止するため適切な措置を講じる。 

三 モニタリング実施の都度、モニタリング報告書を作成し、 

研究責任者に報告を行う。 

３ 院長は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一 研究責任者が実施させるモニタリングに協力する。 

二 モニタリングの際、モニタリング担当者の求めに応じ、 

原資料等全ての臨床研究関連資料を閲覧に供する。 

三 当該臨床研究の適切な実施に関する責務を有しているこ 

とから、必要に応じてモニタリング報告書を確認して、適 

切に対応する。また、必要に応じて倫理審査委員会に臨床 

研究の実施の適切性について意見を聴き、継続の可否につ 

いて判断する。 

 

（モニタリング担当者の要件） 

第３条 モニタリング担当者とは、適応される関連法規および指

針、研究計画書あるいはモニタリング計画に定められた「モニ

タリング」を実施する者である。研究責任者は研究のレベルに

応じて、モニタリング担当者を指名するが、以下の要件を満た

した上で、モニタリングを実施する。また、モニタリング担当

者は、当該臨床研究の監査は行わない。 

一 モニタリング業務に必要な知識並びに倫理的、科学的、 

臨床的知識を有していること。 

二 適用される規制要件に関する教育履歴を有していること。 

三 研究計画書、研究対象者への説明文書及び各種手順書等 

の内容を理解していること。 

 

モニタリング

手法 
業務内容 

On-site 

モニタリング 

医療機関を訪問して行うモニタリング 

原資料と症例報告書の照合 

同意文書の閲覧による確認 

試験薬管理状況の目視確認 

文書の閲覧、保管状況の確認 

主要評価項目の評価方法や試験実施手順の確

認（対面による綿密なコミュニケーションが

必要な場合）など 

Off-site 

モニタリング 

電話、FAX、郵送、E-mail 等を用いて医療機関

を訪問せずに実施するモニタリング 

データ入力状況／Queryが解決したかの確認 

来院スケジュール／症例登録等の進状況確認 

文書の送付、受領 

臨床検査値の確認（中央測定の場合） 

モニタリング担当者 

① CRO等に所属のモニタリング専門者 

② 当該臨床研究に参加している他医療機関の研究者又はCRC

等（研究者相互モニタリング） 

③ 当該臨床研究に参加していない同じ医療機関の研究者又

はCRC等 

④ 当該臨床研究に参加している研究者等 



（モニタリング担当者の指名） 

第４条 研究責任者は、前条の要件を満たした者を当該臨床研究

のモニタリング担当者として指名する。指名は研究計画書への

記載をもって行う。指名はその所属を明確にして指定してあれ

ば、必ずしも特定の個人を指名することを要しない。研究責任

者は、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

切にモニタリングが行われるよう、モニタリングに従事する者

に対して必要な指導・管理を行う。  

 

（モニタリング計画の作成） 

第５条 研究責任者は、モニタリング担当者と協議のうえ、モニ

タリングレベル判定表（別添１）を参考にモニタリング計画を

作成する。モニタリング実施体制及び実施手順は、研究計画書

に規定することも可能である。なお、モニタリング計画書に

は、以下の事項を含めることとする。 

一 モニタリング担当者 

二 モニタリング方法 

三 モニタリング実施時期・回数 

四 モニタリング報告方法 

 

（モニタリング業務） 

第６条 モニタリング業務は、個々の研究のモニタリング計画に 

記載する。モニタリング担当者は、臨床研究の実施状況に応じ

て、モニタリングを行う。これらは参加研究機関において実地 

で行う（On-siteモニタリング）が望ましいが、Off-siteモニタ

リング（電話、E-mail、FAX、Web会議、郵送等）により十分に 

実施できる場合には、この限りでない。 研究協力機関において

実施するモニタリングの頻度と実施時期については、研究協力 

機関の独自性もふまえ、研究代表施設に準じたものとする。な

お、モニタリングの結果、関連する指針及び法規、研究計画書 

又は手順書からの逸脱事項が確認された場合、モニタリング担 

当者はその旨を研究責任者に直ちに伝え、再発を防止するため 

の適切な措置を講じるとともに、必要に応じて研究責任者は院 

長に報告する。  

２ 研究責任者は、モニタリング担当者へ以下に示す最新の文書 

を提供する。 

一 研究計画書 

二 症例報告書の見本（該当する場合） 

三 説明文書及び同意文書 

四 当院の臨床研究に係る規程及び手順書等 

五 安全性情報（該当する場合） 

六 その他、モニタリングを実施する上での必要な関連文書 

 

(モニタリング報告書の作成) 

第７条 モニタリング担当者は、以下の事項を記載したモニタリ

ング報告書(別添2)を作成する。 

一 モニタリング実施日時、場所 

二 モニタリング担当者の氏名 

三 モニタリングの際に面談を行った研究者等の氏名 

四 モニタリング結果の概要  

モニタリング担当者が点検した内容の要約、重要事項（逸脱 

及び欠陥を含む）、結論 

五 研究計画書からの逸脱等を確認した際に、研究責任者に報 

告した事項 

六 四に対して講じられるべき措置及び当該措置に関するモニ 

タリング担当者の見解 

ただし、自己点検については、自己点検報告書（別添３）を 

作成し、研究責任者が保管を行う。 

２ モニタリング報告書の提出 

一 モニタリング担当者は、研究責任者にモニタリング実施 

後2週間以内にモニタリング報告書を提出する。また、必 

要に応じて共同研究者にモニタリング報告書の写しを提供 

する。 

二 自己点検については、院長の求めに応じ自己点検報告書 

の写しを提出する。 

三 院長、倫理審査委員会は、必要に応じてモニタリング報 

告書を確認し、適切に対応する。また、必要に応じて継続 

審査の際にモニタリング報告書の内容を含める。 

 

 (守秘義務) 

第８条 モニタリング担当者は、正当な理由なく、当該業務の遂

行上知り得た当該臨床研究に関する情報及び研究対象者の秘密

を漏らしてはならない。当該モニタリング業務終了後も同様と

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立病院機構小倉医療センター 

倫理審査委員会に係るモニタリングの受入れに関する手順書 
 
（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が承認し、院長の許可を受

けた研究計画書又はその他の文書（以下「研究計画書

等」という。）に定める者が当院において行う直接閲覧

を伴うモニタリングを同委員会が受け入れる場合に従

うべき手順を定めるものである。 

２ 研究責任者は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研

究であって介入を行うものを実施する場合には、モニ

タリングの実施方法について研究計画書等に記載し、

倫理審査委員会の承認及び院長の許可を受けなければ

ならない。 

 

第１章 当院所属以外のモニター（以下「外部モニター」

という。）によるモニタリング 

 

（外部モニターの確認） 

第２条 研究責任者及び委員会事務局（以下「事務局」と

いう。）は、モニタリングを行う外部モニターの氏名等

を確認する。 

２ 前項に掲げる外部モニターに関する情報に変更が生 

じた場合、事務局は、外部モニターに対し、変更報告 

完了前にモニタリングを実施することがないよう要請 

する。 

 

（方法等の確認） 

第３条 研究責任者及び事務局は、モニタリングの計画

及び手順について外部モニターに確認する。なお、研

究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。 

 

（対象資料等の内容・範囲の確認） 

第４条 研究責任者及び事務局は、モニタリングの対象

となる資料等の内容及び範囲について研究計画書等に

基づいて外部モニターに確認する。なお、研究の実施

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。 

 

（申し入れ受付） 

第５条 研究責任者は外部モニターより、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時、可及

的速やかに事務局へ連絡する。 

２ 事務局は研究責任者からの連絡を受け、外部モニタ

ー及び研究責任者と訪問日時等を調整し、決定する。

その際、外部モニターからは文書により実施希望日時、

外部モニター氏名等、当日外部モニターが直接閲覧す

る予定の資料の内容・範囲を連絡を受けるとともに、

その他必要な事項を外部モニターに確認し、必要な対

象資料の準備、手配を研究責任者と協力して行う。文

書連絡の手段は E-mail等とする。 

３ モニタリングを実施する場合、事務局は研究に関す

る情報保護等の観点から、情報漏えいが生じるおそれ

のない作業場所を準備・提供する。 

 

（訪問時の対応） 

第６条 事務局は、訪問した外部モニターの氏名等を確 

認する。 

 

 

２ 事務局は、対象となる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。 

３ 研究者等は外部モニターの求めに応じて、適宜対応 

しなければならない。 

 

（終了後の対応） 

第７条 外部モニターは、モニタリング終了後に当該モ

ニタリング結果を研究責任者に報告する。その際、問

題事項等が示された場合には研究責任者及び事務局は

関連者と協議し、対応方法を決定し、問題事項等があ

った場合には院長へ報告する。 

２ 研究責任者は年に一回の研究進捗状況の報告の際に、

モニタリングを実施した場合には必ず遅滞なく実施の

有無及びモニタリング結果を院長へ報告する。 

３ 研究責任者及び事務局は、外部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。 

 

第２章 当院所属のモニター（内部モニター）によるモ

ニタリング 

 

（実施方法） 

第８条 研究責任者は、研究計画書等に定めるところに

より、内部モニターによるモニタリングを実施しなけ

ればならない。 

２ 研究責任者は、モニタリングの計画・手順、対象資料

等の内容・範囲の確認、実施日申し入れ受付等に関し

責任を持ち、必要な指導・管理を行わなければならな

い。 

３ 研究者等は内部モニターの求めに応じて、適宜対応

しなければならない。 

 

（終了後の対応） 

第９条 モニタリングの終了後、内部モニターは当該モ

ニタリング結果を研究責任者に報告する。その際、問

題事項等が示された場合には研究責任者及び事務局は

関連者と協議し、対応方法を決定し、問題事項等があ

った場合には院長へ報告する。 

２ 研究責任者は年に一回の研究進捗状況の報告の際に、

モニタリングを実施した場合には必ず遅滞なく実施の

有無及びモニタリング結果を院長へ報告する。 

３ 研究責任者及び事務局は、内部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 

（施行期日） 

この規程は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立病院機構小倉医療センター 監査の実施に関する手順書 
 

（目的及び適応範囲） 

第1条 本手順書は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴

う研究であって介入を伴う臨床研究を対象に、国立病

院機構小倉医療センター（以下、「当院」という。）

における適切な監査を実施するため、研究者等、院長

及び監査担当者の標準的手順を定めるものである。  

監査は、臨床研究のモニタリング又は品質管理業務と

は独立、分離したものであり、その目的は、研究の品

質保証のために、研究の実施並びに研究計画書、手順

書、GCP及び適用される規制要件等の遵守状況を客観

的な立場から評価することである。研究責任者が本手

順書に規定した業務を共同研究機関に委嘱する場合に

は、本手順書の「研究責任者」を「共同研究機関の研

究責任者」に読み替える。  

なお、臨床研究の共同研究機関として参加する場合に

は、当該臨床研究における監査手順書に従い監査を行

う。  

 

（実施体制及びその責務） 

第２条 研究責任者は、次の各号に定める事項を遵守し

なければならない。 

一 当該臨床研究の品質保証のため、当該研究が研

究計画書、各手順書、関連法規、及び関連する指

針を遵守して行われていることを通常のモニタリ

ング及び研究の品質管理業務とは独立・分離して

評価することを目的として、監査レベル判定表

（別添１）に基づき、監査を実施させる。 

二 監査が本手順書及び本手順書に基づいた監査計

画書に従い実施されていることを保証する。 

三 教育履歴等により本手順書第3条の要件を満たす

ことを確認した上で当該臨床研究の監査担当者と

して指名する。なお、監査担当者は、当該監査の

対象となる実施医療機関において、当該研究の実

施及びモニタリングに関与する者であってはなら

ない。(表１) 

 

表１ 監査担当者一覧 

 

四 監査責任者より監査報告書を受領した研究責任者

は、指摘事項の内容を確認し、事前に定められた期

限までに、回答を作成し、監査責任者に提出する。 

五 監査に必要となる臨床研究関連資料を監査担当者

に提供する。 

２ 監査担当者は、次の各号に定める事項を遵守しなけ

ればならない。 

一 監査担当者は、必要に応じ実施医療機関において

実地に監査を行い、原資料を直接閲覧する等により

臨床研究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する。な

お、監査担当者は、監査責任者を兼ねることができ

る。 

二 監査責任者は、監査終了後、監査報告書を作成

し、3週間以内に研究責任者及び院長に提出する。

なお、医師主導治験の監査報告書は、治験審査委員

会の審議を要する。 

 

（監査担当者の要件） 

第３条 監査担当者とは、適応される関連法規および指

針、あるいは研究計画書に定められた「監査」を実施 

する者である。研究責任者は研究のレベルに応じて、 

監査担当者を指名するが、以下の要件を満たした上で、 

監査を実施する。 

一 監査業務に必要な臨床研究の倫理原則、科学的、

臨床的知識及び品質管理・品質保証の知識を有して

いること。 

二 適用される規制要件に関する教育・研修を継続し

て受けていること。 

三 研究計画書等や当該研究の実施手順書等の内容を

十分に理解していること。 

四 以下のスキルを有すること。 

（１）研究の問題点を把握し、問題点の分析、対処 

方法について適切に判断できる。 

（２）監査の結果を総合的見地から評価できる。 

（３）医療スタッフと適切なコミュニケーションが 

とれ、的確な勧告や助言ができる。 

（４）公正不偏の立場を保持できる。 

 

（監査担当者の指名） 

第４条 研究責任者は、前条の要件を満たした者を当該 

臨床研究の監査担当者として指名する。指名は研究計 

画書への記載をもって行う。指名はその所属を明確に 

して指定してあれば、必ずしも特定の個人を指名する 

ことを要しない。 

 

（監査計画書の作成） 

第５条 監査担当者は、研究責任者と協議して本手順書 

に従い「監査計画書（別添２）」を作成し、研究責任 

者に提出する。監査計画書に記載する事項は、別添２ 

の通りとする。 

 

（監査実施の手順） 

第６条 監査の種類は、以下の二つに大別される。  

一 システム監査 

臨床研究の実施組織・体制、システムの適切性を評 

価する監査。 

医療機関及び研究の準備と管理に係る組織等におけ 

る臨床研究実施体制・システムが適正に構築され、 

適切に機能しているかを評価する。  

例えば、組織と機能、各責務の明確な割当、必要な 

監査担当者 

①  CRO等に所属の監査担当者 

② 当該臨床研究に関与しない監査担当者 

（研究者又はCRC等） 



スタッフの配置と時間の確保、手順書整備と遵守状 

況、臨床研究に関する教育研修、研究計画書、説明 

文書・同意文書の品質確保のプロセス、データの品 

質管理プロセス、治験審査委員会／倫理審査委員会 

の体制、検査室の品質プロセスや関連検査機材の品 

質管理、試験薬や試験機器の管理、安全性情報の報 

告と管理、関係者間の情報伝達とコミュニケーショ 

ン状況、原資料・臨床研究記録類の管理等について、 

評価を行う。 

二 臨床研究毎の監査：個別の臨床試験を評価する監 

 査 

当該臨床研究が研究計画書、手順書、GCP及び適用 

される規制要件等を遵守して行われているか否か、 

また研究で得られた結果の信頼性が確保されている 

否かを評価する。 

２ 監査は、研究の準備終了時、研究実施中、研究終了

後、又は研究データの入力、解析、報告書作成終了後

等の適切な時期、頻度、対象及び範囲をリスク評価に

基づき決定し、監査計画書に記載する。ただし、リス

ク評価に変更が生じた場合、又は症例ごとの監査の対

象となるような疑義が生じた場合には、必要に応じて

監査計画を変更し、監査頻度の変更、追加監査の実施

を行う。  

３ 研究責任者は、以下に示す最新の文書を提供する。 

一 研究計画書 

二 症例報告書の見本（該当する場合） 

三 説明文書及び同意文書 

四 当院の臨床研究に係る規程及び手順書等 

五 安全性情報（該当する場合） 

六 その他、監査を実施する上での必要な関連文書 

４ 監査担当者は、監査により認められた所見について、

重大性、研究結果への影響の程度を判断し、以下のカ 

テゴリーに分類して記録・報告する。 

•違反      ：その不遵守によって当該臨床研究の科 

学的信頼性又は研究対象者の安全性に 

著しい影響があり、速やかに何らかの 

改善策を講じる必要性があるもの。 

•重大な逸脱：その不遵守によって当該臨床研究の科 

学的信頼性又は研究対象者の安全性に 

影響を与えた可能性があり、タイムリ 

ーな介入による再発防止を要するもの。 

•その他   ：軽微な逸脱を含む、上記に該当しない 

あらゆる不遵守 

•指摘事項なし 

５ 監査担当者は、監査にて発見又は確認した事項を記

録した監査記録に基づき「監査報告書（別添3）」を作

成し、研究責任者及び院長に提出する。監査報告書に

記載する事項は、別添3の通りとする。 

（監査後の対応） 

第７条 研究責任者は、提出された監査報告書に対する 

回答が必要な場合は、監査報告書を受領した後、２週 

間以内に監査報告書に対する回答書（別添４）を作成 

し、監査責任者に提出する。監査責任者は、監査報告 

書に対する回答書を受領し、指摘した問題事項等につ 

いて適切な改善措置が実施され、当該問題事項等が改 

善されたことを確認する。 

受領された監査報告書に対する回答書は、監査責任者 

が院長に報告する。また、院長は、必要に応じて監査 

結果の倫理審査委員会への報告あるいは臨床研究の実 

施の適切性について意見を聴き、継続の可否について 

判断する。 

２ 監査責任者は、監査報告に対する対応を含む当該臨

床研究に係るすべての監査が終了した後、必要に応じ

て「監査証明書（別添５）」を作成する。 

 

（監査記録の保管） 

第８条 院長、研究責任者もしくは監査担当者は、適用

される規程等に従って、以下の記録等を保管する。 

一 監査担当者の履歴書、要件を満たすことを示す文 

書（教育研修記録等） 

二 監査担当者の契約書（外部委託時、秘密保持契約 

を含む。） 

三 監査に関する記録（監査計画書、監査報告書、被 

監査部門の回答書等の記録） 

四 監査証明書 

 

（守秘義務） 

第９条 監査担当者は、正当な理由なく、当該業務の遂

行上知り得た当該臨床研究に関する情報及び研究対象

者の秘密を漏らしてはならない。当該監査終了後も同

様とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



国立病院機構小倉医療センター 
倫理審査委員会に係る監査の受入れに関する手順書 

 

（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

ー倫理審査委員会が承認し、院長の許可を受けた研究計画書又

はその他の文書（以下「研究計画書等」という。）に定める者が

行う監査を同委員会が受け入れる場合に従うべき手順を定める

ものである。 

 

（監査担当者の確認） 

第２条 研究責任者及び委員会事務局（以下「事務局」という。） 

は、監査を行う監査担当者（以下「監査担当者」という。）の氏 

名等を確認する。 

２ 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が監査担当者ではないことを確

認する。 

 

（方法等の確認） 

第３条 研究責任者及び事務局は、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、研究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。 

 

（対象資料等の内容・範囲の確認） 

第４条 研究責任者及び事務局は、監査の対象となる資料等の内 

容及び範囲について研究計画書等に基づいて監査担当者に確認 

する。なお、研究の実施状況等を踏まえてその追加、変更を行 

う必が生じ得ることに留意する。 

 

（申し入れ受付） 

第５条 研究責任者は監査担当者より、監査実施の申し入れを受 

けた時、可及的速やかに事務局へ連絡する。 

２ 事務局は研究責任者からの連絡を受け、監査担当者及び研究

責任者と訪問日時等を調整し、決定する。その際、監査担当者

からは文書により実施希望日時、監査担当者氏名等、当日監査

担当者が直接閲覧する予定の資料の内容・範囲の連絡を受ける

と共に、その他必要な事項を監査担当者に確認し、必要な対象

資料の準備、手配を研究責任者と協力して行う。 

３ 監査を実施する場合、事務局は研究に関する情報保護等の観

点から、情報漏えいが生じるおそれのない作業場所を準備・提

供する。 

 

（訪問時の対応） 

第６条 事務局は、訪問した監査担当者の氏名等を確認する。 

２ 事務局は、対象となる資料等が適切に準備され、監査終了後

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。 

３ 研究者等は監査担当者の求めに応じて、適宜対応しなければ

ならない。 

 

（終了後の対応） 

第７条 監査担当者は、監査の終了後に当該監査結果を研究責任 

者及び事務局を通じ、院長に報告する。その際、問題事項等が示 

された場合には研究責任者及び事務局は関連者と協議し、対応 

を決定する。 

２ 研究責任者は年に一回の研究進捗状況の報告の際に、監査を

実施した場合には必ず遅滞なく実施の有無及び監査の結果を院

長へ報告する。 

３ 研究責任者及び事務局は、監査担当者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 

（施行期日） 

この規程は、令和 元年 ７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。 
２ 利益相反管理については、法令、指針又は研究費配分機関の

規程に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 
 
（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、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。 

 
（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 小倉医療センター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。 
４ 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事務部長に委任する。 
 
（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、そ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） 
二 関係者 
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 
 
（臨床研究法における利益相反管理に関する手順等） 
第６条 臨床研究法第３条１項及び臨床研究法施行規則第２１条

に規定する利益相反管理に関する諸事項と手順については、別

途院長が定める。 
 
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。 
この規程は、平成３０年 ８月２７日から施行する。 
この規程は、令和 元年 ７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 

研究利益相反審査委員会規程
 
（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九州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１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。またその他代行等が必要な場合

院長が委員の中から指名するものとする。 
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。 
 
（管理の手順及び実施） 
第６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、院長が別に定める。 
 
（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、事務部企画課において処理する。 
 
（雑則） 
第８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。 
この規程は、平成３０年 ８月２７日から施行する。 
この規程は、令和 元年 ７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 

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 利益相反に関する申告書または報告書（以下「申告書

等」という。）の提出は、次の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。）について、同 

一組織から当該年度を含め過去３か年度において申告対象期 
間中のいずれかの年度の合計金額が１００万円を超えるとき 

 二 産学連携活動に係る受入れ額について、同一組織から当該 
年度を含め過去３か年度において申告対象期間中のいずれか 
の年度の合計受入れ金額が２００万円を超えるとき 

 三 公的研究費（厚生労働省等の省庁及び所管する配分機関の

定める競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう）に

研究代表者又は研究分担者として応募するとき 
 四 臨床研究法（平成２９年法律第１６号）に基づき、特定臨

床研究又は特定臨床研究以外の臨床研究を実施するとき 
２ 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。 
３ 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、研究ごとに別に定める申

告書等を作成の上、実施計画書等研究内容が分かる資料ととも

に院長を通じて委員会に提出する。 
４ 臨床研究等の実施者は、経済的利益又は経営関与の態様に変

更があった場合は、速やかに院長を通じ委員会へ申告書等を提

出する。また、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等

を提出する。なお、法令、指針又は研究費配分機関の規程等に

別に定めがある場合は、これらも遵守することとする。 
５ 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等により報告を行う。 
６ 委員長は、申告書等を受理したときは、委員会を招集、第７

条による持ち回り開催又は第８条による迅速審査により当該臨

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

を院長に報告するとともに、必要に応じて当該臨床研究等を審

査する委員会に報告する。 
 
（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。 

 
（委員会による審査等） 
第４条 委員会は、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

合は院長に対して助言・勧告その他の措置の必要性についての

意見を述べるものとする。 
 

 
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、院長を通じて、第１項の意見に対する是正結果

を報告しなければならない。 
４ 委員会は、必要に応じて院長に対し、申告書等に記載されて

いる内容についての事実確認を依頼することができる。 
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。 
 
（議事） 
第５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。 
５ 第１項及び第 2 項の規定に関わらず、第７条による持ち回り

開催の場合は、委員全員の意見の一致をもって取りまとめる。 
 
（専門委員） 
第６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。 
 
（持ち回り開催） 
第７条 本委員会は、委員を招集して開催することを基本とする

が、当該臨床研究等と関係する企業・団体からの収入又は産学

連携活動に係る受入額について、同一組織から当該年度を含め

過去３か年度の合計金額が３００万円以下の場合であって、委

員長が認めた場合は、電子メール等の手段により委員の意見を

集約するなどの持ち回り開催を行うことができる。ただし、委

員全員の意見が一致しない場合は、委員を招集した本委員会を

開催することとする。 
 
（迅速審査） 
第８条 委員長は、委員長があらかじめ指名する委員による臨床

研究等に係る利益相反に関する事項について審査（以下、「迅

速審査」という）を行わせることができる。 
２ 前項により迅速審査を行うことができるのは、第２条第１項

第３号又は４号に該当し、同条第３項の申告書等において、利

益相反が無く、企業等からの研究資金等の提供がない場合に限

る。 
３ 第１項により審査を行った場合、委員長は院長に審査結果を

報告する。利益相反審査委員会事務局は、次回の利益相反審査

委員会で迅速審査の内容と結果を報告する。 
４ 前項により、迅速審査の結果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対し、改めて利益相反審査



委員会における審査を求めることができる。なお、この場合に

おいて委員長は、正当な理由があると認めたときは、第１項の

規定に関わらず、利益相反審査委員会を開催し、当該事項につ

いて審議する。 
 
（利益相反の管理） 
第９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、 
「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」（平 
成３０年３月２日付医政研発 0302 第１号医政局研究開発振興 
課長通知）において推奨する基準による方法又は次の各号に掲

げる措置による改善に向けた指導、管理を行う。また、極めて

重大な利益相反が存在する場合であって、これらの方法により

解決が難しいと認められる場合には、当該研究への参加の取り

やめや経済的な利益の放棄について検討を行うことも考えられ

る。 
 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 利益相反を生み出す関係の分離 
 六 その他必要な措置 
 
（異議申立て） 
第１０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１１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１２条 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１３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） 
この規程は、平成２１年 ４月１３日から施行する。 
この規程は、平成３０年 ８月２７日から施行する。 
この規程は、令和 元年 ７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 
 
（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ＧＣＰ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（（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 
４６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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

国立病院機構における関連規程 

 

【中央倫理審査委員会】 

https://nho.hosp.go.jp/research/cnt1-0_000158.html 

 

【臨床研究審査委員会】 

https://nho.hosp.go.jp/research/rinshokenkyu_hosp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

学会認定研修施設の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 日本内科学会認定医制度教育関連病院         
■ 日本肝臓学会認定施設 
■ 日本血液学会認定血液研修施設 
■ 日本糖尿病学会教育関連施設 
■ 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅱ    
■ 日本内分泌学会認定教育施設 
■ 日本肥満学会認定肥満症専門病院 
■ 日本呼吸器学会認定施設 
■ 日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設   
■ 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 
■ 日本小児科学会認定小児科専門医研修施設 
■ 日本小児科学会小児科専門医研修支援施設 
■ 日本小児神経学会研修関連施設   
■ 日本小児循環器専門医修練施設 
■ 日本高血圧学会専門医認定施設 
■ 日本周産期・新生児医学会周産期専門医（母胎・胎児）の暫定認定施設 
■ 日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児）の暫定認定施設 
■ 日本小児外科学会専門医制度認定施設 
■ 日本消化器病学会認定施設  
■ 日本消化器内視鏡学会専門医指導施設 
■ 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 
■ 日本静脈経腸栄養学会認定ＮＳＴ稼働施設 
■ 日本外科学会外科専門医制度修練施設 
■ 日本乳癌学会認定施設 
■ 日本がん治療認定医機構認定研修施設 
■ 日本整形外科学会専門医制度研修施設 
■ 日本眼科学会専門医制度研修施設 
■ 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 
■ 日本精神神経学会専門医制度研修施設 
■ 日本総合病院精神医学会電気けいれん療法研修施設 
■ 日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医特定研修施設 
■ 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 
■ 日本病理学会専門医制度研修登録施設 
■ 日本臨床細胞学会施設 
■ 日本臨床細胞学会教育研修施設  
■ 日本超音波医学会超音波専門医制度研修連携施設指定証 
■ 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 
■ 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 
■ 特定非営利活動法人日本婦人科悪性腫瘍研究機構登録参加施設 
■ 日本女性医学学会専門医制度認定研修施設 
■ 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する実施施設 



■ 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 

 

 

 

  



編集後記 

 

令和 2年度、第 17号の小倉医療センター臨床研究部学術年報をお届けします。 

新型コロナウイルスの感染拡大から早 1 年が経ちました。令和 3 年 5 月からはコロナワクチン接

種も開始され、当院職員および、その御家族も接種を行うことができ、なんとなく胸が軽くなってき

たこの頃です。 

令和 2年は各種の学会、研究会、会議がほぼウェブ開催となり、例年とは違って逆に多くの学会に

出席できました。さらにオンデマンドでの講演視聴も多く用意されたために、理解できない箇所を再

視聴して勉強することができ有益でした。 

学会のあり方や、学問の修得にパラダイムシフトが起きた様に思います。今後、ウェブのメリットを

生かした学会構成がなされていくでしょう。 

コロナで心身共に内にこもって、鬱々とした 1 年となり、研究や論文作成も鈍化したのではない

かと思われたのですが、以外にも多くの業績を残すことができました。 

令和元年度の英語論文は 19本、和文論文は 25本でしたが、令和 2年度の英語論文は 17本、和文論

文は 26 本と例年と遜色のない結果となりました。 

皆さんのたゆまぬ研鑽に敬意を表します。 

最後に、業績集編集のためにご苦労をおかけした、近藤ひな子女史に厚く御礼申し上げます。 

 
 

2021 年 7 月 
臨床研究部長代行 
副院長 大藏 尚文 
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