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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 

 

 「小倉医療センター臨床研究部研究業績年報 2021年度版」を皆様にお届けし

ます。 

2019 年度より空席でございました臨床研究部長職に、2022 年 4 月 1 日付で大

野拓郎君が就任いたしました。これまでの臨床や研究において優れた実績があ

り、当院の業績のさらなる向上を成しえてくれると思います。 

さて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との闘いが 3年目となりました

が、これまでに当院では、当初よりコロナ患者の受入れ病棟を開設し、現在で

は北九州市内で最大となる 39床の受け入れ体制の運用をいたしております。

さらに、帰国者・接触者外来や発熱外来の設置、自宅待機者の診療等を 24時

間体制で行ってまいりました。また、医療従事者へのワクチン接種にいち早く

取り組み、その後に開始された北九州市民への集団接種会場へは、多くの医師

や看護師を派遣しております。しかし、このような新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)流行時の診療は、以前の 2～3倍もの手間がかかり、精神的な負担

も大きくなっております。このような環境下で、当院スタッフが一丸となって

研究業績でも立派な結果を出してくれたことを、大変うれしく思います。今も

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界中で猛威を振るっておりま

すが、職員一同は協力してこの困難に立ち向かってくれるものと思います。 

来年は新型コロナウイルス感染症を克服して、さらなる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、大野臨床研究部長をはじめ、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、この業績集

をお届けいたしました皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。 

 

2022 年 7 月 
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臨床研究部長のことば 

 
 臨床研究部長  大野 拓郎 

 

 今回で第 18号となりました 2021年度 小倉医療センター臨床研究部 研究業績集をお

届け致します。 

国立病院機構は、国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために弛まぬ意識改革

を行い、健全な経営のもとに患者の目線に立った懇切丁寧な医療を提供し、質の高い臨

床研究、教育研修の推進に努めることを運営理念としています。特に国立病院機構 140

病院のネットワーク内に 10か所の臨床研究センターと当院を含む 77か所に臨床研究部

が設置され、科学的根拠に基づく効果的な医療を確立のため臨床研究が推進されており、

その成果を発信することにより、国民の健康維持、疾病治療の発展に寄与し、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によって、一般研究のみ

ならず各政策医療分野についても総合的かつ高レベルな臨床研究が行われています。 

  当小倉医療センターにおいても、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を支える臨床面での貢献

は当然のこと、全国規模で実施される臨床研究を通じて医学・医療の発展に鋭意努力し

てまいります。なお、本誌をご高覧された皆様におかれましてお気づきの点等ございま

したらご助言ご指導を賜りますと幸いに存じます。 

  最後に発刊に当たり編集に携わった近藤ひな子さんを始めご助力いただきました関

係者の皆様に深謝いたします。 
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医   局 

（A）論 文 

原著・総説・症例報告 

Sugimoto R, Satoh T, Ueda A, Senju T, Tanaka Y, Yamashita S, Koyanagi T,  

Kurashige T, Higuchi N, Nakamura T, Tanaka M, Ooho A, Uchimura K, Kuniyoshi M, 

Tada S, Aratake Y, Motomura K, Kohjima M： 

Initial experience with the combination of atezolizumab and bevacizumab in 

patients with unresectable hepatocellular carcinoma progressing after tyrosine 

kinase inhibitor therapy: A multicenter prospective observational study 

Research Square PPR：PPR370002, 2021 

 

Ogawa E, Nakamuta M, Furusyo N, Kajiwara E, Dohmen K, Kawano A, Ooho A, Azuma K, 

Takahashi K, Satoh T, Koyanagi T, Yamashita N, Ichiki Y, Yamashita N,  

Kuniyoshi M, Yanagita K, Amagase H, Morita C, Sugimoto R, Kato M, Shimoda S,  

Nomura H, Hayashi J： 

Long-term assessment of recurrence of hepatocellular carcinoma in patients with 

chronic hepatitis C after viral cure by direct-acting antivirals 

Journal of Gastroenterology and Hepatology 37(1)：190-9, 2021 

 

Ogawa E, Kawano A, Ooho A, Furusyo N, Satoh T, Takahashi K, Kajiwara E,  

Dohmen K, Nakamuta M, Azuma K, Koyanagi T, Yamashita N, Yanagita K, Ichiki Y, 

Kuniyoshi M, Yamashita N, Morita C, Sugimoto R, Kato M, Shimoda S, Nomura H,  

Hayashi J： 

Long-term hepatic function of patients with compensated cirrhosis following 

successful direct-acting antiviral treatment for hepatitis C virus infection 

Journal of Gastroenterology and Hepatology 37(2)：371-7, 2021 

 

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 Nakamura： 

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

Multicenter, Cross-sectional Survey 

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

 



Ogawa E, Nakamuta M, Koyanagi T, Ooho A, Furusyo N, Kajiwara E, Dohmen K,  

Kawano A, Satoh T, Takahashi K, Azuma K, Yamashita N, Yamashita N, Sugimoto R,  

Amagase H, Kuniyoshi M, Ichiki Y, Morita C, Kato M, Shimoda S, Nomura H, Hayashi J： 

Sequential HBV treatment with tenofovir alafenamide for patients with chronic 

hepatitis B: week 96 results from a real-world, multicenter cohort study 

Hepatology International 16(2)：282-933, 2022 

 

Yuna Sasaki, Takahiro Yamada, …Kosuke Kawakami….et al.: 

Evaluation of the clinical performance of noninvasive prenatal testing at a 

Japanese laboratory 

J Obstet Gynaecol Res 47(10)：3437-46, 2022 

 

Yoshihiro Sakemi, Takeshi Shono, Toshinori Nakashima, Hironori Yamashita,  

Noriko Sugino, Motoki Bonno： 

Abnormal placental cord insertion, hypertensive disorders of pregnancy and birth 

length may be involved in development of hypospadias in male fetuses 

Birth Defects Research 114(8)：271-6, 2022  

  

Nanako Nishida, Takeshi Shono, Kumiko Shono, Yoshiko Hashimoto, Kosuke Kawakami： 

Late Occurrence of the Tubo-Ovarian Abscess after Appendectomy for Perforated 

Appendicitis in a Virginal Adolescent Girl 

J Pediatr Adolesc Gynecol Online ahead of print, 2022 

 

Sakakura H, Shono K, Hashimoto Y, Shono T： 

Infantile urethrovaginal reflux in three cases 

Pediatrics Intemational 64(1)：e14736, 2022 

 

Sakiko Sanada, Yusuke Kurokawa, Kyoko Kawamura, Keiichi Kondo, Naofumi Okura, 

Hirohisa Yano： 

Dedifferentiated carcinoma of the uterine corpus associated with unusual stromal 

reaction 

Pathology International 72(3)：214-6, 2022 

 

Hironori Kusano, Reiichiro Kondo, Sachiko Ogasawara, Minori Omuraya, Masayuki Okudaira, 

Shinji Mizuochi, Yutaro Mihara, Yoshinao Kinjo, Yuta Yano, Masamichi Nakayama,  

Yoshiki Naito, Jun Akiba, Osamu Nakashima, Hirohisa Yano： 

Utility of sonic hedgehog and keratin 8/18 immunohistochemistry for detecting 

ballooned hepatocytes 

Histopathology 80(6)：974-81, 2022 



Shinji Mizuochi, Jun Akiba, Reiichiro Kondo, Hironori Kusano, Taro Shioga,  

Keiichi Kondo, Kana Tsutsui, Masamichi Nakayama, Sachiko Ogasawara, Yoshiki Naito, 

Osamu Nakashima, Hirohisa Yano： 

Clinicopathological Analysis of Non-B Non-C Hepatocellular Carcinoma Focusing on 

Cellular Proliferation 

Anticancer Research 42(1)：449-57, 2022 

 

南里亜由美、緒方怜奈、牧村美佳、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德、宗 秀典、宗 稔： 

市販のベビーフードに起因する脚気の幼児例 

医療 75(2)：166-9, 2021 

 

湯浅千春、中嶋敏紀、山下尚志、北川麻里江、德田諭道、酒見好弘、山下博德： 

異なる経過を辿った母児間輸血症候群の 3例 

日本周産期・新生児医学会雑誌 57(3)：550-5, 2021 

 

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－ 

北九州市医報 2月号：12-4, 2021 

 

山田空明、近藤恵美、川越秀洋 、中並弥生、小野結美佳、北川麻里江、元島成信、 

熊谷晴介、大藏尚文： 

Helicobacter pylori除菌により思春期女子の鉄欠乏性貧血が改善された 1例 

日本女性医学学会雑誌 28(2)：260-3, 2021 

 

元島成信、小野結美佳、西村和朗、北川麻里江、近藤恵美、川越秀洋、熊谷晴介、 

大藏尚文： 

骨盤放線菌症と悪性卵巣腫瘍との画像鑑別診断：症例報告と文献レビュー 

日本女性医学学会雑誌 28(4)：581-6, 2021 

 

中並弥生、近藤恵美、石松真人、藤川梨恵、小野結美佳、浦郷康平、北川麻里江、 

黑川裕介、川上浩介、德田諭道、元島成信、川越秀洋、大藏尚文： 

妊娠中に特発性一過性大腿骨頭萎縮症を診断し得た一例 

福岡産科婦人科学会雑誌 45(1)：3-7, 2021 

 

末松真弥、中嶋敏紀、元田裕子： 

新生児の末梢静脈カテーテル固定における透明フィルムと非滅菌テープの輸液トラブ

ル発症比較 

日本環境感染学会誌 37(2)：35-40, 2021 



（B）学 会 発 表 

（1）一般演題 

堤 宏介、轟木秀一、山﨑 徹、久保顕博、近沢信人、鈴木宏往、大橋生嗣、田邊麗子、

近藤慧一、眞田咲子： 

当院における乳癌センチネルリンパ節生検の成績 

第 121 回日本外科学会定期学術集会 

千 葉 2021 年 4 月 8 日 

 

髙木健一： 

外来診療で有用な霰粒腫の知識 －霰粒腫と脂腺癌の内科的鑑別－ 

第 125 回日本眼科学会 

Web/大阪 2021 年 4 月 9 日 

 

牟田龍史、宮内雄太、南里亜由美、安永由紀恵、中島康貴、中嶋敏紀、山口賢一郎、 

酒見好弘、渡辺恭子、山下博德： 

基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生菌が起炎菌であった初発尿路感染症の検討 

第 512 回小児科学会福岡地方会例会 

Web/福岡 2021 年 4 月 10 日 

 

今村 淳、松隈英治、所 訓子、桑原秀次、松波邦洋、小林瑛美子、平田和裕、 

村上博昭、岩井郁子、滝 大樹、赤座花菜美、山内知貴、水野朋紀、緒方怜奈、加藤光広： 

GABRA1 de novo 変異による発達性てんかん脳症(DEE)の一例 

第 124 回日本小児科学会 

Web/京都 2021 年 4 月 18 日 

 

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、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 73 回日本産科婦人科学会 

Web/新潟 2021 年 4 月 22 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： 

Gynandoroblastomaが疑われた Seltori-Leydig細胞腫の一例 

第 73 回日本産科婦人科学会 

Web/新潟 2021 年 4 月 22 日 



本多明日美（国立病院機構(NHO)成育医療ネットワーク研究：GDMフォローアップ研究

班）、大藏尚文、川上浩介： 

妊娠糖尿病母体より出生した児の新生児低血糖のリスク因子 

第 73 回日本産科婦人科学会 

Web/新潟 2021 年 4 月 22 日 

 

大村谷美紀、草野弘宣、小笠原幸子、三原勇太郎、水落伸治、中山正道、内藤嘉紀、 

秋葉 純、中島 収、矢野博久： 

脂肪肝炎型肝細胞癌における Sonic hedgehogの発現の検討 

第 110 回日本病理学会総会 

東 京 2021 年 4 月 22 日 

 

生野久美子、橋本佳子、生野 猛： 

幼児期に発症した精巣捻転症の 2例 

第 58 回日本小児外科学会 

東 京 2021 年 4 月 23 日 

 

中嶋敏紀、井上普介、酒見好弘、落合正行、大賀正一： 

NRN データベースを用いた超早産児慢性肺疾患の年次推移、及び関連因子解析 

第 65 回日本新生児成育医学会 

Web/札幌 2021 年 5 月 7 日 

 

緒方怜奈、安永由紀恵、渡辺恭子： 

北九州市における 4-5歳児を対象とした強さと困難さ質問表の検証 

第 63 回日本小児神経学会 

Web/福岡 2021 年 5 月 28 日 

 

浦郷康平、萩本真理奈、藤川梨恵、黑川裕介、河村京子、牟田 満、川越秀洋、大藏尚文： 

3D-CT で鏡視野画像を再現する Surgical Navigation in LSC？ 

第 78 回九州連合産科婦人科学会 

第 72 回九州ブロック産婦人科医会 

Web 2021 年 5 月 31 日 

 

小野結美佳、清家崇史、久保沙代、北川麻里江、川上浩介、德田諭道、元島成信、 

熊谷晴介、川越秀洋、大藏尚文： 

腹腔鏡下広汎子宮全摘術における三角窩の試掘 

第 78 回九州連合産科婦人科学会 

第 72 回九州ブロック産婦人科医会 

Web 2021 年 5 月 31 日 



佐藤理絵、宗内 淳、杉谷雄一郎、土井大人、古田貴士、江崎大起、小林 優、 

畑井恵理子、渡邊まみ江： 

Fontan 術後患者の扁桃体容積 

第 513 回日本小児科学会福岡地方会例会 

Web/福岡 2021 年 6 月 12 日 

 

上野雄司、南里亜由美、安永由紀恵、緒方怜奈、中嶋敏紀、山口賢一郎、酒見好弘、 

渡辺恭子、山下博德： 

当院における過去 3年間の熱性けいれん群発症例のまとめ 

第 513 回日本小児科学会福岡地方会例会 

Web/福岡 2021 年 6 月 12 日 

 

草野弘宣、小笠原幸子、三原勇太郎、水落伸治、金城賢尚、中山正道、内藤嘉紀、 

秋葉 純、中島 収、矢野博久： 

Sonic hedgehog免疫染色の風船状腫大を示す肝細胞の検出における有用性 

第 57 回日本肝臓学会総会 

札 幌 2021 年 6 月 17 日 

 

田代茂樹、佐藤丈顕 他： 

Glecaprevir+Pibrentasvir 併用療法の糖質、脂質代謝、体組成分布に対する影響 

第 57 回日本肝臓学会総会 

札 幌 2021 年 6 月 18 日 

 

小川栄一、佐藤丈顕 他： 

DAA 治療による SVR長期経過後の肝機能の推移 －多施設共同研究－ 

第 57 回日本肝臓学会総会 

札 幌 2021 年 6 月 18 日 

 

山﨑 徹、島田和生、轟木秀一、堤 宏介、下川亜矢： 

Late lineでの複数の CDK阻害剤および mTOR阻害剤併用ホルモン療法が奏効した HR陽

性 HER2 陰性乳癌の一例 

第 29 回日本乳癌学会 

横 浜 2021 年 7 月 1 日 

 

轟木秀一、山﨑 徹、堤 宏介、下川亜矢、元島成信、近藤慧一、眞田咲子： 

当院での遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する対側リスク低減乳房切除術の経験 

第 29 回日本乳癌学会 

横 浜 2021 年 7 月 1 日 

 



島田和生、高浪英樹、石川幹真、木村英世、梅田修洋、轟木秀一、下釜達朗： 

センチネルリンパ節生検で転移陽性のため腋窩リンパ節郭清を施行した乳癌症例の検討 

第 29 回日本乳癌学会 

横 浜 2021 年 7 月 1 日 

 

堤 宏介、轟木秀一、山﨑 徹、磯谷彰宏、眞田咲子： 

抗 HER2 療法中に急性心不全をきたした右乳癌の一例 

第 29 回日本乳癌学会 

横 浜 2021 年 7 月 1 日 

 

堤 宏介、大橋生嗣、久保顕博、近沢信人、鈴木宏往、田邊麗子、轟木秀一、山﨑 徹、

近藤慧一、眞田咲子： 

膵頭部領域の同時性 3重複癌(胆管癌・膵頭部癌・乳頭部癌)の 1例 

第 76 回日本消化器外科学会 

京 都 2021 年 7 月 7 日 

 

藤川梨恵、川上浩介、浦郷康平、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、川越秀洋、大藏尚文： 

当院におけるジノプロストン腟内留置用製剤『プロウペス🄬🄬 』と従来法による分娩誘

発の比較検討 

第 57 回日本周産期・新生児医学会学術集会  

 宮 崎 2021 年 7 月 11 日 

 

河田 興、杉野典子、中嶋敏紀、久保井徹、佐藤和夫、館林宏治、高柳俊光、古賀寛史、

中村 信、猪谷元浩、五十嵐恒雄、上牧 勇、盆野元紀、NHO 成育ネットワーク共同研究： 

出生前母体硫酸マグネシウム投与による新生児の未熟児動脈管開存症発症リスクの検討 

1585 例の検討 

第 57 回日本周産期・新生児医学会学術集会  

 宮 崎 2021 年 7 月 11 日 

 

杉野典子、久保井徹、中嶋敏紀、館林宏治、古賀寛史、佐藤和夫、高柳俊光、猪谷元浩、 

河田 興、中村 信、五十嵐恒雄、上牧 勇、盆野元紀、NHO成育ネットワーク共同研究： 

早産児の屈折異常の頻度と視覚的なフォローアップの必要性 

第 57 回日本周産期・新生児医学会学術集会  

 宮 崎 2021 年 7 月 11 日 

 

 

 

 



倉田浩昭、小窪啓之、高畑 靖： 

母体高マグネシウム血症に伴う児の高カリウム血症から偽性低アルドステロン症の診

断に至った双胎例 

第 57 回日本周産期・新生児医学会学術集会  

 宮 崎 2021 年 7 月 11 日 

 

中島康貴、山口賢一郎、泊 由里子、宮内雄太、平川 潤、上野雄司、森 さよ、 

南里亜由美、安永由紀恵、河原典子、緒方怜奈、渡辺恭子、山下博德： 

IVIG 不応例予測のバイオマーカーとしての MMP-3 

第 57 回日本小児循環器学会 

Web/奈良 2021 年 7 月 11 日 

 

北川麻里江、南里亜由美、酒見好弘、田中 誠、田中久美、永田雅博、西依由葵、 

蒲原康史、井上博之、平田喜之、大藏尚文（新型コロナワクチン接種コアメンバー）： 

当院の新型コロナワクチン接種会場における副反応の事例報告 

第 23 回日本医療マネジメント学会 

Web/大阪 2021 年 7 月 15 日 

 

杉本理恵、佐藤丈顕 他： 

前治療 TKI failure後の肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブの初期使用経

験 －有効性と安全性－ 

第 57 回日本肝癌研究会 

鹿児島 2021 年 7 月 23 日 

 

小佐々翔子、福地香穂、趙 成三： 

単一施設における産後救急患者に対する麻酔管理症例の検討 

九州麻酔科学会第 59回大会 

Web 2021 年 9 月 4 日 

 

秋田優実、福地香穂、趙 成三： 

乳癌手術患者の術後鎮痛薬の使用頻度と術後嘔気・嘔吐に対する術式の影響について 

九州麻酔科学会第 59回大会 

Web 2021 年 9 月 4 日 

 

安永由紀恵、緒方怜奈、渡辺恭子、石井雅宏： 

脳梗塞との鑑別に苦慮した、非けいれん性てんかん重積を発症した重症心身障害児の一例 

第 54 回日本てんかん学会 

Web/名古屋 2021 年 9 月 23 日 



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 Saito,  

Hiromi Iwasaki, Hirokazu Nagai（Hematol., NHO Kyushu Medical Center, Fukuoka, 

Japan）： 

Phase II study of dose-adjusted R-GDP in elderly relapsed or refractory DLBCL 

（再発又は難治性の高齢者びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する R-GDP 療法に関

する第 II 相試験） 

第 83 回日本血液学会 

Web 2021 年 9 月 25 日 

 

野内友三郎、廣瀬武尊、磯村周一： 

認知機能障害で発症した副腎白質ジストロフィーの 1例 

第 73 回九州精神神経学会 

Web 2021 年 10 月 4 日 

 

山本侑季、今村眞帆、磯村周一： 

入院時に切迫早産が判明し、周産期管理に難渋した自閉スペクトラム症の一例 

第 73 回九州精神神経学会 

Web 2021 年 10 月 4 日 

 

堤 宏介、大橋生嗣、久保顕博、田邊麗子、山﨑 徹、近藤慧一、眞田咲子： 

uncovered SEMS長期留置後に SSPPDを施行した胆管原発腺扁平上皮癌の一例 

第 57 回日本胆道学会 

東 京 2021 年 10 月 7 日 

 

宮内雄太、中嶋敏紀、泊 由里子、隈本大智、湯浅千春、田中幸一、倉田浩昭、酒見好弘、

山下博德： 

母体の高マグネシウム血症が未熟児動脈管に与える影響 

第 514 回日本小児科学会福岡地方会例会 

Web/福岡 2021 年 10 月 9 日 

 

岡 洋甫、清水隆宏、清家崇史、久保沙代、藤川梨恵、北川麻里江、德田諭道、川越秀洋、

大藏尚文： 

胎動減少を主訴とした母体間輸血症候群の 1例 

第 163 回福岡産科婦人科学会 

Web 2021 年 10 月 10 日 

 



倉留洋平、浦郷康平、萩本真理奈、小野結美佳、黑川裕介、河村京子、川越秀洋、 

牟田 満、大藏尚文： 

臀部触知は骨盤位外回転術の成功因子に成り得るか 

第 163 回福岡産科婦人科学会 

Web 2021 年 10 月 10 日 

 

北川麻里江、南里亜由美、酒見好弘、田中 誠、田中久美、永田雅博、西依由葵、 

蒲原康史、井上博之、平田喜之、大藏尚文（新型コロナワクチン接種コアメンバー）： 

当院の新型コロナワクチン接種会場における副反応の事例報告 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

酒見好弘、湯浅千春、田中幸一、倉田浩昭、中嶋敏紀、山下博德、猪尾希文世： 

当院における乳児院入所症例の臨床的特徴 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

南里亜由美、渡辺恭子、上野雄司、安永由紀恵、緒方怜奈、山下博德： 

神経発達症児における就学時支援の課題と展望 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

藤川諒太、山口賢一郎、南里亜由美、緒方怜奈、中嶋敏紀、渡辺恭子、山下博德： 

経母乳感染が疑われた遅発性 GBS髄膜炎の一例 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

杉本理恵、佐藤丈顕 他： 

TKIによる前治療歴を有する進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ治療

の安全性と有効性の検討 

第 25 回日本肝臓学会大会 

神 戸 2021 年 11 月 4 日 

 

田邊麗子、太田耕二、堤 宏介、近沢信人、鈴木宏往、轟木秀一、山﨑 徹： 

繰り返すイレウスの原因となった小腸リンパ管腫の１例 

第 83 回日本臨床外科学会 

東 京 2021 年 11 月 18 日 

 

 



塚本真大、阿座上 絢、澤田英明、林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか： 

緩徐進行 1型糖尿病と橋本病を合併した Down 症候群の一例 

第 59 回日本糖尿病学会九州地方会 

Web 2021 年 11 月 19 日 

 

阿座上 絢、塚本真大、澤田英明、林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか： 

COVID-19感染によるインスリン分泌能低下の可能性が考えられた 2型糖尿病の一例 

第 59 回日本糖尿病学会九州地方会 

Web 2021 年 11 月 19 日 

 

磯村周一、今村眞帆、北川麻里江、大藏尚文： 

小倉医療センターにおける産後メンタルヘルスの検討 

第 34 回日本総合病院精神医学会 

Web 2021 年 11 月 19 日 

 

中島康貴、山口賢一郎、明 祐也、高橋 光、佐藤理絵、上野雄司、森 さよ、 

南里亜由美、安永由紀恵、河原典子、緒方怜奈、渡辺恭子、山下博德： 

血清カルシウム・リン値と IVIG不応の関連 

第 41 回日本川崎病学会 

Web/東京 2021 年 11 月 20 日 

 

田邊麗子、太田耕二、堤 宏介、近沢信人、鈴木宏往、轟木秀一、山﨑 徹： 

小腸リンパ管腫と傍十二指腸ヘルニアに対し腹腔鏡補助下に切除及び修復を行った１例 

第 34 回日本内視鏡外科学会 

神 戸 2021 年 12 月 2 日 

 

堤 宏介、太田耕二、鈴木宏往： 

肝副葉捻転に対する腹腔鏡手術の一例 

第 34 回日本内視鏡外科学会 

神 戸 2021 年 12 月 2 日 

 

大村谷美紀、草野弘宣、小笠原幸子、三原勇太郎、水落伸治、中山正道、内藤嘉紀、 

秋葉 純、中島 収、矢野博久： 

Sonic hedgehog発現の肝細胞癌の予後に与える影響について 

第 44 回日本肝臓学会西部会 

岡 山 2021 年 12 月 9 日 

 

 

 



明 祐也、中島康貴、南里亜由美、中嶋敏紀、酒見好弘、河原典子、高橋 光、佐藤理絵、

上野雄司、森 さよ、安永由紀恵、緒方怜奈、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德： 

北九州地区における小児 COVID-19入院患者の検討 

第 515 回小児科学会福岡地方会例会 

Web/北九州 2021 年 12 月 11 日 

 

清水隆宏、河村京子、倉留洋平、萩本真理奈、小野結美佳、浦郷康平、元島成信、 

川越秀洋、大藏尚文： 

遺伝性乳癌卵巣癌におけるリスク低減卵管卵巣摘出術 17例の検討 

第 164 回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2022 年 1 月 30 日 

 

古賀菜穂子、北川麻里江、岡 洋甫、久保沙代、藤川梨恵、川上浩介、德田諭道、 

牟田 満、川越秀洋、大藏尚文： 

胎児機能不全を契機に発見した SHiP(spontaneous hemoperitoneum in pregnancy)の 

1例 

第 164 回福岡産科婦人科学会 

誌上開催 2022 年 1 月 30 日 

 

生野 猛、橋本佳子、生野久美子、佐藤理恵、中島康貴、野見山弘行： 

反復性の急性巣状細菌性腎炎を伴った潜在性膀胱尿管逆流症（VUR）の診断に PIC 

cystographyが有効であった 1例 

第 58 回九州小児外科学会 

久留米 2022 年 2 月 25 日 

 

井形優平、酒見好弘、生野 猛、中嶋敏紀、山下博德： 

新生児における尿道下裂発症のリスク因子  

～国立病院機構 NICU共通データベースを用いた検討～ 

第 516 回日本小児科学会福岡地方会例会 

Web/福岡 2022 年 3 月 12 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）シンポジウム 

生野 猛、橋本佳子、生野久美子： 

小児泌尿器科領域の外傷・損傷 小児の膀胱・尿道損傷とその対応 

第 30 回日本小児泌尿器科学会 

大 阪 2021 年 7 月 2 日 

 

Yuka Matoba： 

Incidence and Risk Factors for Hypertension Disorder in Pregnant Women with or 

without Gestational Diabetes Mellitus; A Retrospective Single-Center Analysis  

第 19 回国際動脈硬化学会議 

京 都 2021 年 10 月 24 日 

 

（3）パネルディスカッション 

佐藤理絵、宗内 淳、杉谷雄一郎、土井大人、古田貴士、江崎大起、小林 優、 

畑井恵理子、渡邊まみ江： 

パネルディスカッション 06 Fontan循環の Up-to-date：新たな病態を探る Fontan術

後患者の扁桃体容積 

第 57 回日本小児循環器学会 

Web/奈良 2021 年 7 月 11 日 

 

（4）ワークショップ 

草野弘宣、谷川 健、鹿毛政義、秋葉 純、矢野博久： 

新生児期・乳児期の胆汁うっ滞性疾患の病理 

第 110 回日本病理学会総会 

東 京 2021 年 4 月 22 日 



（C）研究会発表 

（1）一般演題 

生野 猛： 

乳児の Urethrovaginal reflux の 3例 

第 435 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2021 年 4 月 15 日 

 

生野久美子： 

幼児期に発症した精巣捻転の 2例 ～診断の pitfall～ 

第 435 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web 2021 年 4 月 15 日 

 

草野弘宣： 

会を通して病理コメンテーターとして参加 

第 199 回福岡臨床肝臓懇話会 

福 岡 2021 年 5 月 13 日 

 

湯浅千春、宮内雄太 田中幸一、中島康貴、中嶋敏紀、酒見好弘、山下博德： 

在宅 HFNC(High flow Nasal cannula)を導入した慢性肺疾患の一例 

第 436 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 5 月 27 日 

 

平川 潤： 

新型コロナウイルス感染症小児入院症例の検討と感染防止対策 

第 436 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 5 月 27 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（I) 

2021 年度第 1回 NHO成育医療ネットワークグループ会議（オンライン） 

Web/名古屋 2021 年 7 月 2 日 

 

森 さよ、緒方怜奈、山口賢一郎、渡辺恭子、山下博德、手塚純一郎： 

腸重積として空気整復をされた solid food protein-induced enterocolitis syndrome 

(FPIES)の一例 

第 49 回西日本小児アレルギー研究会 

Web 2021 年 7 月 18 日 



武藤敏孝： 

covid-19と多発性骨髄腫 

第 133 回小倉血液コンソーシアム 

Web 2021 年 10 月 14 日 

 

能美典正： 

小倉医療センターの近況 

Kokura Ophthalmology Net-Work Meeting 

北九州 2021 年 10 月 22 日 

 

上野雄司、緒方怜奈、渡辺恭子、南里亜由美、安永由紀恵、河原典子、山口賢一郎、 

山下博德： 

発熱経過中の性格変化、意識障害を主訴とした単純ヘルペス脳炎の 1例 

第 440 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 10 月 28 日 

 

隈本大智、田中幸一、井形優平、宮内雄太、湯浅千春、倉田浩昭、中嶋敏紀、酒見好弘、

山下博德： 

新生児脳梗塞の 1例 

第 440 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 10 月 28 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) 

2021 年度第 2回 NHO成育医療ネットワークグループ会議（オンライン） 

Web/名古屋 2021 年 11 月 26 日 

 

河村京子： 

卵巣がん遺伝子関連検査の意義を再度考える ～治療と遺伝の 2つの側面より～ 

Kitakyushu Young OBGYN WEB Seminar 

北九州 2021 年 12 月 9 日 

 

草野弘宣： 

会を通して病理コメンテーターとして参加 

第 53 回武蔵野小児肝臓病懇話会 

東 京 2021 年 12 月 7 日 

 

 

 



阿部隼希、澤田英明、林 加野、塚本真大、南 陽平、的場ゆか： 

Ca 感知受容体を介して起こる Ca代謝異常  

Endocrinology & Metabolism Conference in Fukuoka 2021 

北九州 2021 年 12 月 18 日 

 

佐藤丈顕： 

当院の肝硬変に関する検討 

令和 3年度第 2回日本医療研究開発機構研究（AMED）合同班会議 

大 村 2021 年 12 月 24 日 

 

武藤敏孝： 

乳腺原発悪性リンパ腫で発症した治療に難渋している症例 

第 136 回小倉血液コンソーシアム 

Web 2022 年 2 月 10 日 

 

緒方怜奈： 

睡眠時の異常行動とてんかん 

北九州地区小児科医会学術講演会 

Web 2022 年 2 月 10 日 

 

武藤敏孝： 

血液疾患患者における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンによる免疫獲得状況

の研究 

第 39 回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2022 年 2 月 17 日 

 

高山真緒、北川麻里江、古賀菜穂子、岡 洋甫、倉留洋平、萩本真理奈、小野結美佳、

久保沙代、藤川梨恵、 浦郷康平、清水隆宏、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： 

胎児機能不全の原因として SHiP（spontaneous hemoperitoneum in pregnancy）が考え

られた 1 例 

第 39 回北九州市医師会勤務医医学集談会 

北九州 2022 年 2 月 17 日 

 

武藤敏孝： 

血液疾患患者における新型コロナウイルスワクチンによる抗体価の検討 

第 6回海峡血液研究会 

Web/北九州 2022 年 3 月 3 日 

 



塚本真大、阿座上 絢、澤田英明、林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか： 

Down 症候群に緩徐進行 1型糖尿病と橋本病を続発した一例 

第 2回北九州内分泌代謝塾 

北九州 2022 年 3 月 18 日 

 

（2）ワークショップ 

安永由紀恵： 

ワークショップリーダー 「気になる子」も過ごしやすく ～発達障害と病児保育～ 

第 31 回全国病児保育研究大会 

北九州 2021 年 10 月 10 日 

 

（3）パネルディスカッション 

武藤敏孝： 

再発・難治性多発性骨髄腫の治療戦略 －症例ディスカッション－ 

Hamatorogy Web Seminar 

Web 2022 年 3 月 11 日 

 

 



（D）学術講演 

的場ゆか： 

妊娠糖尿病管理の意義と実際 ～プレコンセプションケアも含めて 

第 12 回「実地医家のための糖尿病セミナ－」 ～「日本糖尿病協会療養指導医取得の

ための講習会」～ 

北九州 2021 年 7 月 4 日 

 

森 さよ： 

令和 3年度行橋市学校給食におけるアナフィラキシー等緊急時の対応及びエピペン実

習研修会講演 

行橋市教育委員会主催講演会 

行 橋 2021 年 8 月 2 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 3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 2021 年 9 月 1 日 

 

趙 成三： 

周術期管理の変遷  

第 24 回福岡臨床研修セミナー 

福 岡 2021 年 9 月 3 日 

 

渡辺恭子： 

実践教育セミナー「病児保育室での熱性けいれんの対応」 

第 31 回全国病児保育研究大会 

北九州 2021 年 10 月 10 日 

 

山下博德： 

小倉特別支援学校在校生の疾患について ～その病態と管理のコツについて～ 

令和 3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 2021 年 10 月 13 日 

 

中島康貴： 

第 22 回川崎賞受賞講演 

「Lipidomics links oxidized phosphatidylcholines and coronary arteritis in 

Kawasaki disease」 

第 41 回日本川崎病学会 

Web/東京 2021 年 11 月 20 日 



河村京子： 

妊娠中の身体の変化と働き方 ～男性にも理解していただきたいこと～ 

J&J 近畿リージョン DE＆I プロジェクト MDレクチャー 

「Gender GAP ～みんなで理解する女性の Work Life Balance～」 

Web 2021 年 11 月 22 日 

 

山下博德： 

支援学校管理下の児童における Q＆A 

令和 3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 2021 年 12 月 1 日 

 

渡辺恭子： 

乳幼児に気づかれる治療可能となった病気を知ろう ～低フォスタファーゼ症など～ 

令和 3年度北九州市小児保健研究会研修会 

北九州 2022 年 1 月 19 日 

 

山口賢一郎： 

先天性心疾患について知ろう 

令和 3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 2022 年 1 月 19 日 

 

佐藤丈顕： 

講演 1：C型肝炎について 

abbvie Web seminar; パーキンソン病、C型肝炎セミナー 

北九州 2022 年 1 月 26 日 

 

元島成信、下川亜矢、川上浩介、河村京子、轟木秀一、山﨑 徹： 

遺伝診療部のご紹介 

地域医療支援病院運営委員会 

北九州 2022 年 2 月 3 日 

 

的場ゆか： 

当院におけるチーム医療と糖尿病療養指導の実践 

大分稙田 LCDEセミナー 

大 分 2022 年 2 月 4 日 

 

緒方怜奈、上野雄司、安永由紀恵、渡辺恭子： 

睡眠時の異常行動とてんかん 

第 574 回北九州地区小児科医会学術講演会 

北九州 2022 年 2 月 10 日 



緒方怜奈、渡辺恭子： 

強さと困難さ質問表（SDQ） －当市における検証－ 

令和 3年度園児保健研修会 

北九州 2022 年 2 月 28 日 

 

髙月 浩： 

特別講演「病薬連携のための血液疾患 診断と治療 MDS・AML・FL を中心に」 

血液疾患病薬連携セミナー in 小倉 

Web 2022 年 3 月 2 日 

 

川上浩介： 

安全な人工妊娠中絶手術実施へ向けた日本産婦人科医会の取り組み及び医療安全にお

けるシミュレーション教育の活用 

令和 3年度家族計画・母体保護法指導者講習会伝達講習会 

福岡/Web 2022 年 3 月 19 日 



（E）座長・司会 

清水 敦： 

一般演題 座長 

第 50 回北九州骨・関節セミナー 

Web 2021 年 4 月 13 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 435 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 4 月 15 日 

 

的場ゆか： 

一般演題 脂質代謝 1 座長 

第 64 回日本糖尿病学会 

Web 2021 年 5 月 21 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 436 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 5 月 27 日 

 

趙 成三： 

一般演題「Medically Challenging Cases ICU & Emergency Medicine」 座長 

日本麻酔科学会第 68回学術集会 

Web 2021 年 6 月 4 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 437 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 6 月 24 日 

 

德田諭道： 

一般演題 第二群 座長 

第 29 回福岡母性衛生学会 

Web 2021 年 7 月 4 日 

 

 

 



髙月 浩： 

特別講演 座長 

第 132 回小倉血液コンソーシアム研究会 

Web/北九州 2021 年 7 月 15 日 

 

渡辺恭子： 

一般演題 座長 

第 571 回北九州地区小児科医会例会 

Web 2021 年 7 月 15 日 

 

生野久美子： 

セッションⅡ：周術期管理の変遷 座長 

第 24 回福岡臨床研修セミナー 

Web/福岡 2021 年 9 月 3 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 439 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 9 月 30 日 

 

大藏尚文： 

新型コロナウイルス感染症と医療安全 座長 

第 48 回小倉医師会医療安全対策講演会 

北九州 2021 年 10 月 22 日 

 

能美典正： 

一般演題 座長 

Kokura Ophthalmology Net-Work Meeting 

北九州 2021 年 10 月 22 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 440 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 10 月 28 日 

 

佐藤丈顕： 

講演 座長 

Micro Eliminators Web Seminar 2021 

北九州 2021 年 11 月 19 日 



的場ゆか： 

ワークショップ 3「糖尿病医療者・研究者の働き方を考える －2024年にせまる「医師

の働き方改革」に向けて」 座長 

第 59 回日本糖尿病学会九州地方会 

那 覇 2021 年 11 月 19 日 

 

的場ゆか： 

一般演題 感染症１ 座長 

第 59 回日本糖尿病学会九州地方会 

那 覇 2021 年 11 月 19 日 

 

山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 441 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2021 年 11 月 25 日 

 

佐藤丈顕： 

講演 2「肝細胞癌治療のパラダイムチェンジ」 座長 

令和 3年度第 1回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会 

第 24 回北九州肝癌治療研究会 

Web 2021 年 11 月 29 日 

 

的場ゆか： 

糖尿病 座長 

第 7回日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会 

徳 島 2021 年 12 月 3 日 

 

大藏尚文： 

特別講演「子宮体癌の病理、臨床との連携」 座長 

第 1回産婦人科ｗebセミナー in Kitakyushu 

Web 2022 年 1 月 20 日 

 

 

佐藤丈顕： 

講演 2：パーキンソン病について 座長 

abbvie Web seminar; パーキンソン病、C型肝炎セミナー 

北九州 2022 年 1 月 26 日 

 

 



山口賢一郎： 

一般演題 司会 

第 442 回小倉小児科医会臨床懇話会 

Web/北九州 2022 年 2 月 24 日 

 

大藏尚文： 

シンポジウム「北九州市の新型コロナ感染症対策」 座長 

日本医療マネジメント学会 第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

武藤敏孝： 

講演① 座長 

第 6回海峡血液研究会 

Web 2022 年 3 月 3 日 

 

的場ゆか： 

一般演題 特別講演 座長 

第 2回北九州内分泌代謝塾 

北九州 2022 年 3 月 18 日 

 

（F）新聞・雑誌等 

渡辺恭子、南里亜由美、上野雄司、安永由紀恵、緒方怜奈、山下博德： 

就学後を見通した就学前からの発達障害児支援の在り方の研究 

令和 2年度北九州市小児保健研究報告書 

 

渡辺恭子： 

人であること、医師であること 

福岡県医報  1542：20 

2 0 2 1 年 

 

的場ゆか： 

インスリン受容体異常症 

ガイドラインにないリアル糖尿病薬物療法をガイドする（in press） 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

薬 剤 部 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



薬 剤 部 

論 文 

大石博史、中嶋敏紀、片山陽介、田中 誠： 

肺炎球菌結合型ワクチン導入後のペニシリン感受性肺炎球菌(PSSP)菌血症に対する

β-ラクタム系注射用抗菌薬の投与量と投与期間の検討：肺炎の有無でに着目して 

日本化学療法学会雑誌  70(2)：200-9, 2022 

 

学 会 発 表 

金本 卓、藤田強記、田中 誠： 

過敏症対策を行ったことでゲムシタビン+シスプラチン療法を継続できた肝門部胆管が

んの 1症例 

第 31 回医療薬学会年会 

熊 本 2021 年 10 月 9 日 

 

片山陽介、大石博史、田中 誠： 

インシデント事例共有による医療安全に対する意識向上を図る取り組み  

～薬剤部内医療安全カンファレンスを通して～ 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

千代延桜子： 

薬剤部におけるコロナワクチン保管・充填に関する取り組み 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

野田圭吾、大石博史、片山陽介、田中 誠： 

新型コロナウイルス専用病棟における持参薬鑑別業務 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

看 護 部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



看 護 部 

論 文 

田中久美、岡田 靖、野口智幸、福泉公仁隆、与古田幸代、森田茂樹： 

画像診断報告書の予期せぬ重大所見の確認に関する多職種による医療安全対策 

医療  75(3)：199-206, 2021 

 

井本あゆみ、松本麗華、養田晴子： 

ストレスのモチベータを明らかにし、働きやすい職場づくりのために取り組んだこと 

看護実践の科学 46(6)：6, 2021 

 

学 会 発 表 

下川亜矢、川上浩介、河村京子、轟木秀一、元島成信： 

BRCA1/2遺伝子検査（HBOC）を契機に HBOCと判明した 1例 

第 27 回日本遺伝性腫瘍学会 

Web 2021 年 6 月 20 日 

 

石橋美枝子、江里口 愛、田中久美、太田恵子、中務公子： 

看護部におけるリリーフ体制の構築（ベストポスター賞） 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

大力元子、岡田 靖、与古田幸代、田中久美： 

合併症・偶発症の医師報告基準の見直しによる報告推進と医療の質改善の試み 

第 23 回日本医療マネジメント学会学術総会 

Web/大阪 2021 年 7 月 15 日 

 

太田恵子、吉村由美、田中久美： 

医療従事者向け新型コロナワクチン接種における A病院看護部門の取り組み 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

岩下美保： 

コロナ禍における新人教育 ～教育担当師長の立場から～ 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 



甲斐あゆみ、柿坂季亜、野上 栞、古川瑛里加、尾﨑麻美、矢岡真紀子、西田美香：  

COVID-19感染妊産婦の分娩・育児支援体制の構築 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

小林幸子、藤崎彩加： 

新型コロナウイルス感染症流行下における面会制限の現状 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

石橋美枝子、奥田雅恵、八木優子、田代由華、高田智子： 

COVID-19陽性患者の手術受け入れ体制のマニュアル作成 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

河野あゆみ： 

コロナ渦における当病棟の実習指導取り組みについて 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

松尾清隆： 

総合病院精神科閉鎖病棟における COVID-19予防策 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

鐵艸文惠、野田圭子、白石瑞季、松谷智子： 

小児科病棟における 付き添い家族への食事提供の取り組み  

～コロナ禍における家族看護の充実を目指して～ 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

芦刈智美、金丸裕子、佐竹隆恵： 

新型コロナウイルス感染症に対する外来での取り組み 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

手嶋沙耶加、木下真理、古川彩夢、小西直大、白濵ゆか、牟田口彰子： 

感染症病棟における COVID-19陽性妊産婦の受け入れ準備 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 



研究会・講演会等 

田中久美： 

医療事故の令和 3年度医療安全対策研修Ⅰ 

当事者に対する精神的ケア 

Web/福岡 2021 年 10 月 12 日 

 

田中久美： 

妊娠期から退院後までつなげる、支える母子への支援  

～退院後のケア、ハイリスク母子への支援～ 

日本母乳の会第 22回母乳育児支援研修会 

Web 2022 年 3 月 13 日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

診 療 放 射 線 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



診 療 放 射 線 科 

学 会 発 表 

有田夕希菜： 

小児領域の骨塩定量検査における評価基準の検討 

令和 3年度九州国立病院機構診療放射線技師会学術大会 

大牟田 2021 年 9 月 25 日 

 

有田夕希菜： 

小児領域の骨塩定量検査における評価基準の検討 

第 75 回国立病院総合医学会 

北九州 2021 年 10 月 23 日 

 

藤本晃一朗： 

MRI 吸着事故の経験から学ぶ再発防止へ向けた環境作り 

日本医療マネジメント学会第 19回九州・山口連合大会 

Web/福岡 2021 年 11 月 20 日 

 

大山康裕、有村勇輝、田中大策、中山智司、大原健司： 

COVID-19感染拡大防止に対する診療放射線業務の取り組み 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

有村勇輝： 

MRI 吸着事故の経験から学ぶ再発防止へ向けた環境作り 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究会・講演会等 

大山康裕： 

診療用放射線の安全利用について 

3科合同医療安全研修 

北九州 2021 年 6 月 29 日 

 

有田夕希菜： 

小児領域の骨塩定量検査における評価基準の検討 

令和 3年度福岡地区 Web研修会 

Web/北九州 2021 年 7 月 8 日 

 

有田夕希菜： 

MRI 安全教育 

放射線科医療安全管理研修 

北九州 2021 年 12 月 3 日 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

臨 床 検 査 科 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



臨 床 検 査 科 

論 文 

木永芙美, 黒田みずき, 古野 浩, 武藤敏孝： 

コロニー形態の異なる 2菌株の Mycobacterium fortuitum complex が検出されたカテー

テル関連血流感染症の一例 

医学検査（Japanese Journal of Medical Technology） 70(4)：766-72, 2021 

 

学 会 発 表 

永田雅博： 

当院検査室における COVID-19関連検査の構築と感染対策について 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

川口大喜： 

Excel を用いた試薬物品管理体制の構築 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

研究会・講演会等 

小野裕一郎： 

臨地実習に向けての心構え（生理検査） 

美萩野臨床医学専門学校臨地実習前講義 

北九州 2021 年 4 月 20 日 

 

永田雅博： 

品質マネジメントシステム＆技師長協議会 

九州グループ令和 3年度新採用者研修会 

北九州 2021 年 4 月 24 日 

 

小野裕一郎： 

COVID-19関連検査について 

3科合同医療安全研修 

北九州 2021 年 7 月 13 日 



永田雅博： 

技師長協議会の活動 

国臨協九州支部新春講演会 

Web 2022 年 1 月 22 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会 

病理・細胞検査研究班 第 13回 WEBスライドカンファレンス 

Web 2022 年 3 月 17 日 

 

座長・司会 

小野裕一郎： 

一般演題 チーム医療 座長 

第 70 回日本医学検査学会 

Web 2021 年 5 月 15 日 

 

今村彰吾： 

グループディスカッション 司会 

令和 3年度臨床検査精度確保と品質マネージメント研修（機構本部主催） 

Web 2021 年 11 月 25 日 

 

今村彰吾： 

グループディスカッション 司会 

令和 3年度臨床検査精度確保と品質マネージメント研修（機構本部主催） 

Web 2021 年 12 月 2 日 

 

小野裕一郎： 

乳がん ～臨床と検査のエキスパート～ 座長 

第 43 回臨床検査ゼミナール 

北九州 2021 年 12 月 8 日 

 

永田雅博： 

令和 3年度副技師長・主任者研修会 司会 

国立病院臨床検査技師協会九州支部会 

Web 2022 年 2 月 8 日 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

栄 養 管 理 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栄 養 管 理 室 

学 会 発 表 

藤井裕子： 

NST 介入患者の評価 －精神科病棟へのアプローチ方法の検討－ 

第 17 回栄養管理学会 

Web 2021 年 9 月 4 日 

 

藤井裕子、古屋美南子、藤野恵理、松谷智子、的場ゆか： 

NST 介入患者の評価 －精神科病棟へのアプローチ方法の検討－ 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

藤野恵理、藤井裕子、古屋美南子、松谷智子、的場ゆか： 

1型糖尿病の栄養指導に社会的認知理論を活用した 3症例 

第 24・25回日本病態栄養学会 

Web/京都 2022 年 1 月 26 日 

 

松谷智子： 

病児に寄り添う家族（パパ・ママ）の負担軽減を目指したフードサービスの開始について 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

古屋美南子： 

食欲不振食改定の取り組みについて ～第１報～ 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

リハビリテーションセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リハビリテーションセンター 

学 会 発 表 

奥園翔太： 

リハビリテーション処方数増加を目標としたカンファレンス時の取り組み 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

井上順一： 

精神と身体の疾患が併存した精神神経センター入院患者に対するリハビリテーション

の現状と課題 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

地 域 医 療 連 携 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地 域 医 療 連 携 室 

学 会 発 表 

佐藤照子、鳴川英美、林 直子、清水佳代、猪尾希文世、井上紘治、垂水明子、德永 光： 

コロナ禍における地域医療連携の取り組み 

日本医療マネジメント学会第 20回福岡支部学術集会 

Web/北九州 2022 年 2 月 26 日 

 

研究会・講演会等 

井上紘治： 

Body Scanについて 

International Mindfulness Teachers Association japan program 

Web 2021 年 5 月 2 日 

 

井上紘治： 

精神看護学Ⅲ 精神保健福祉法 

福岡水巻看護助産学校 

遠 賀 2021 年 10 月 20 日 

 

井上紘治： 

精神看護学Ⅲ 精神障害をもつ人の地域における生活への支援 

福岡水巻看護助産学校 

遠 賀 2021 年 11 月 15 日 

 

井上紘治： 

Loving Kindness Meditation について 

International Mindfulness Teachers Association japan program 

Web 2021 年 11 月 6 日 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

事 務 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 部 

学 会 発 表 

蒲原康史、酒見好弘、南里亜由美、北川麻里江、田中 誠、田中久美、永田雅博、 

西依由葵、谷下和代、山内かおる、大藏尚文（新型コロナワクチン接種コアメンバー）： 

医療従事者向け新型コロナワクチン接種における当院の対応について 

（ベストポスター賞） 

第 75 回国立病院総合医学会 

Web 2021 年 10 月 23 日 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 年度業績 

ＮＳＴ活動の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



講 演 

演者 タイトル 開催年月日 

田邊麗子 NSTとは 2021年 7月 16日 

藤野恵理 NSTラウンドの流れと NST加算について 2021年 7月 16日 

藤野恵理 栄養補助食品の種類と使い方について 2021年 11月 16日 

髙橋彩希 NSTと検査 2021年 11月 19日 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

糖尿病教室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



糖尿病教室（月 2 回開催） 

 

糖尿病とは、糖尿病の合併症 

内科（内分泌・糖尿病）  澤田英明 

林 加野 

塚本真大 

阿部隼希 

 

 

糖尿病薬について 

薬剤部  西尾公志 

渡辺健二 

  

 

食事療法を学ぼう 

栄養管理室  浦松聡子 

玉利友理恵  

福田沙奈江 

 

 

  検査を理解して自分を知ろう！ 

  臨床検査科  倉永隆司 

 

 

  糖尿病の運動療法 

リハビリテーションセンター  奥園翔太 

 



 

 

 

 

 

 

春ケ丘健康宅配便 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



春ケ丘健康宅配便 

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

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

ケ丘健康宅配便」を平成 28 年に企画した。 
方法は、当院職員が近隣施設（病院・医院・クリニック）、公民館（市民センター）など

へ出向き、20～30 分、ショートレクチャーを実施するというものである。当初は、地域住

民の方々を対象に企画したものであったが、医療従事者からのニーズがあり、地域住民の

方々だけでなく、医療従事者も対象に加えることとした。医療従事者対象の場合は、30 分

～１時間のレクチャーに変更し対応している。また、講師への謝金・車代等は戴かないこと

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

覧、返信用 FAX 用紙を郵送している。 
平成 28 年 12 月から開始し、平成 29 年度は 15 件、平成 30 年度は 16 件の実績がある。 
新型コロナウイルス感染が流行し中止していたが、令和 3 年度は、新型コロナ禍を鑑み、

医療機関向けに、Web 講演を 7 件実施した。 
 
 
１．リンパ浮腫について  
   令和 3 年 8 月 20 日 ひと息の村訪問看護ステーション 
   講演者：竹川美由紀 リンパ浮腫セラピスト  
 
２．褥瘡の在宅ケア 
   令和 3 年 10 月 22 日 ひと息の村訪問看護ステーション  
   講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師  
 
３．高齢者に多い皮膚裂傷（スキンテア）について  
   令和 3 年 11 月 18 日 新栄会病院  
   講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師  
 
４．がん性疼痛のアセスメント  
   令和 3 年 11 月 18 日 ひと息の村訪問看護ステーション  
   講演者：倉本麻美 緩和ケア認定看護師  
 
５．「医療安全」について     
   令和 3 年 11 月 19 日 ひと息の村訪問看護ステーション  
   講演者：江里口 愛 医療安全管理係長  
 



６．認知症患者との関わり方  
   令和 4 年 1 月 28 日 ひと息の村訪問看護ステーション  
   講演者：松尾清隆 精神科認定看護師  
 
７．「ストーマ、これって異常？医師や看護師に報告できるために」 
   令和 4 年 2 月 4 日 ひと息の村訪問看護ステーション  
   講演者：村田美智恵 皮膚排泄ケア認定看護師 
 
 



 

 

 

 

 

 

国立病院機構共同研究・治験 
 

 

 

 

 

 

 

 



２０２１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 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 20,000  

政策医療
共同 肝疾患 

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

分

担 
佐藤丈顕 140,000 

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 80,000 

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 3,400,000  

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 300,000 

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 
川上浩介 200,000   

政策医療
共同 成育医療 胎児のホルモン異常と停留精巣発生リス

クに関する研究 
分

担 
中嶋敏紀 400,000 

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 120,000   

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 120,000   

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 150,000  

政策医療
共同 成育医療 

NICU共通データベースを利用した SGA
（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 175,000 

政策医療
共同 成育医療 卵巣未熟奇形種の悪性度を判定するバイ

オマーカーの同定を目指した臨床研究 
分

担 
河村京子 80,000  

政策医療
共同 糖尿病疾患 免疫チェックポイント阻害薬による内分

泌機能障害に関する検討 
分

担 
的場ゆか 100,000   

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 85,000   



分 類 研究分野 研 究 課 題 名 
種

別 
研 究 者 

研 究 費 

（円） 

政策医療
共同 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 55,000 

政策医療
共同 糖尿病疾患 無自覚低血糖の頻度と重症低血糖予防に

関する研究（PR-IAH study） 
分

担 
的場ゆか 370,000 

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 1,000  

 

 

 

 



2021 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。しかしなが

ら 2021年度は治験主任不在の年度でした。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3課題について取り組み、その中で新規契約は2課題、

終了（中止）1課題で、新年度は 2課題でのスタートとなります。治験 2課題

の今年度末での実施状況は、総契約症例数 4例、総実施症例数 4例。また受託

研究は使用成績調査等で 22課題、新規契約は 2課題となりました。受託研究・

治験審査委員会は 7回開催し、新規課題は治験 1件、受託研究 2件でしたが委

員会での総議題数は 26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：2件（前年度：1件、前々年度：0件） 

新規契約症例数：3例（前年度：3例、前々年度：0例） 

契約金額：約 728万円（前年度：約 482万円、前々年度：0万円） 

 ２）実施率    

1課題の平均実施率：67％（前年度：67％、前々年度：0％） 

 

３．今後の課題と展望 

今年度の新規 2課題（小児科・血液内科）は、施設審議 1課題、CRB 1課題

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」5課題「ぜひ参加したい」4課題の回答をいただきました。そ

れによって、今年度下半期には 3課題選定調査となりました。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いたしま

す。2022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 1．2021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 

～ 

R5.1.31 

３ ３ 川上浩介 4,816,680 

治験 

2 

 

血小板輸血依存の低リスク骨髄異形成

症候群（MDS）成人患者を対象として、エ

ルトロンボパグ単剤療法とプラセボを比

較するランダム化、二重盲検、プラセボ

対照、国内第Ⅱ相臨床試験 
 

R3.5.12 

～ 

R3.11.2
9 

2 0 髙月 浩 4,614,720 

治験 

3 

An extension study of JR-171-101 in 
patients with mucopolysaccharidosis type 
I（JR-171 のムコ多糖症Ⅰ型患者を対象
とした継続投与試験） 

R3.9.14 

～ 

R7.4.30 

1 1 渡辺恭子 2,672,560 

小計 ３件  ６ ４  12,103,960 

 
 



表 2．2021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 

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 
５ 

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 
６ 

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 
７ 

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 
８ 

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 
９ 

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 
１０ 

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 
１１ 

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 
１２ 

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 
１３ 

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 
１４ 

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 
～ 

R4.6.30 
４０ 清水 敦 

 

1,258,400 

受託 
１５ 

EZ-Track  Lumber PEEK ケージシステムの
安全性と有効性の検討 

H31.3.12 
～ 

R4.6.30 
２０ 清水 敦 620,620 



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 

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 
１７ 

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 
１８ 

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 
１９ 

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 
２０ 

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 
２１ 

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 深浦啓太 141,570 

受託 
２２ 

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 山口賢一郎 94,380 

受託 
２３ 

テセントリク点滴静注 1200 ㎎ 有害事象詳細

調査 

R3.4.13 
～ 

R3.9.30 
１ 山下晋作 31,460 

受託 
２４ 

人口骨頭「VE デュアルカップ」の市販後使用

成績調査 

R4.3.15 
～ 

R7.9.30 
１０ 深川真吾 314,600 

小計 ２４件  １１０  6,073,210 

 



 

 

 

 

 

 

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 4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。 

医局幹事長の 3年目となり、最後の医局集談会の幹事長の言葉となります。振り返る

と新型コロナウイルスとともに過ごした 3年間でした。1年目の 1月ごろより新型コロ

ナウイルスが発見され、パンデミックとなり、3月の医局集談会は中止とせざるを得ま

せんでした。2年目でもまだ流行が続いており、多くの学会や研究会が中止され、発表

の機会が失われていました。しかし、集談会開催時期にちょうど流行期の間が重なり、

多くのかたのご協力をいただくことで開催することができました。3年目は新型コロナ

ウイルスの流行はまだ続いているものの、ワクチン接種がすすみ重症化率も低く、開催

の運びとなりました。 

 今回の集談会では 10 題の演題を出していただきました。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。す

べての研修医の先生に演題を出していただき、立派に発表している姿をみて、日々成長

している姿に嬉しく思いました。また、古賀先生の遺伝性乳癌卵巣癌の発表や北川先生

の特別養子縁組の発表はどこかの講演会を聴きに来たのかと思うぐらいの素晴らしい

内容でした。科を越えた質問も多く、同じ専門では出ないような質問もあり、楽しく拝

聴いたしました。このように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、

今後も末永く開催されることを祈念いたします。 

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

務めて頂きました阿部隼希先生、北川麻里江先生、倉田浩昭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３年度医局集談会』を終えて 

学術図書委員 山﨑 徹 
  

令和 3 年度の医局集談会は、令和 4 年 3 月 11 日に昨年度に続いて単独の医局行事と

して大会議室で開催いたしました。今回も、まだ新型コロナウィルス、オミクロン株の

まん延防止明けとはいえ、院内感染のリスクが高い時期であったので、十分な感染防止

対策のため、院内の職員のみ参加で約 2 時間に限定した会とさせていただきました。 
今回も 1，2 年次研修医 8 名と若手、中堅スタッフの先生 2 名から計 10 題の演題を

出していただきました。ぎりぎりまで準備に努めていた研修医の諸君の発表は、院長先

生の講評のごとく、題材がかなり最新、高度な内容も多く、それをわかりやすく説明す

る術にも長けており、指導された先生方のご努力を含め、大変感服いたしました。上級

医の先生方の内容も当院の特色ある診療の紹介や、社会的啓発に富むプレゼンテーショ

ンもあり、参加していただいた先生方は専門以外の分野からの刺激も大いに受けられた

様子でした。 
時間厳守で円滑な進行をしていただいた 3 人の座長の先生方や、積極的に討議してい

ただいた先生方のご協力で、内容の濃い約 2 時間の医局の学術行事になったと思います。

年度末のご多忙中、座長をしていただいた 3 人の先生方、事務作業、設営などに多大な

ご協力をいただいた在間さん、都留さん、事務部の方々をはじめ、出席していただいた

多くの医局の先生方に厚くお礼申し上げます。 



2021 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（16:35～17:15）   座長  阿部 隼希（糖尿病・代謝内科）  

（１）Down症候群に緩徐進行１型糖尿病と橋本病を合併した一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 麻生皆人（研修医）、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

杉本クリニック           杉本英克 
 

（２）Prader-Willi症候群（PWS）の患者に対し、入院での薬剤調整を行いえた一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 樋口 潤(研修医)、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

 

（３）COVID-19感染によるインスリン分泌能低下の可能性が考えられた 2型糖尿病の一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  阿座上 絢（研修医）、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

 

（４）乳腺原発悪性リンパ腫の一例 

血液・感染症内科：臨床研究部     立野崇正(研修医)、武藤敏孝、髙月 浩 

 

第 2 部（17:15～17:45）    座長   北川 麻里江（産婦人科）  

（５）Pembrolizumabによる免疫化学療法が著効した再発トリプルネガティブ乳癌の一例 

外科：臨床研究部          成瀨理衣（研修医）、太田耕二、堤 宏介、 

近沢信人、鈴木宏往、田邊麗子、轟木秀一、 

山﨑 徹 

精神科：臨床研究部         権藤知子、今村眞帆 

 

（６）悪性リンパ腫による腸重積の一例   

外科：臨床研究部          秦 和宏（研修医）、田邊麗子、太田耕二、 

堤 宏介、近沢信人、鈴木宏往、轟木秀一、 

山﨑 徹 

 

（７）遺伝性乳癌卵巣癌におけるリスク低減卵管卵巣摘出術17例の検討   

産婦人科：臨床研究部        古賀菜穂子、河村京子、倉留洋平、小野結美佳、 

浦郷康平、清水隆宏、川上浩介、元島成信、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文 

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 



第 3 部（17:55～18:25）    座長  倉田 浩昭（小児科）  

（８）抗NMDAR脳炎を発症した単純ヘルペス脳炎（HSE）の一例   

小児科: 臨床研究部           谷口法隆（研修医）、上野雄司、渡辺恭子、 

酒見好弘、山口賢一郎、中嶋敏紀、緒方怜奈、 

河原典子、安永由紀恵、中島康貴、南里亜由美、 

森 さよ、宮内雄太、佐藤理絵、井形優平、 

山下博德 

 

(９) 経母乳感染と考えられた遅発性GBS髄膜炎の一例 

小児科：臨床研究部         藤川諒太（研修医）、山口賢一郎、中嶋敏紀、 

渡辺恭子、緒方怜奈、河原典子、安永由紀恵、 

中島康貴、南里亜由美、森 さよ、上野雄司、 

宮内雄太、佐藤理絵、井形優平、山下博德 

 

(10) 特別養子縁組制度を利用した10代の未受診妊婦の2症例   

産婦人科: 臨床研究部        北川麻里江、川上浩介、岡 洋甫、萩本真理奈、 

久保沙代、藤川梨恵、德田諭道、川越秀洋、 

牟田 満、大藏尚文 

小児科：臨床研究部         中嶋敏紀、酒見好弘 

精神科：臨床研究部         磯村周一 

地域医療連携室：臨床研究部     清水佳代、猪尾希文世 

 

 

閉会のことば   山下 博德 院長 



2021 年度医局集談会抄録 

 

（１）Down症候群に緩徐進行１型糖尿病と橋本病を合併した一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部 麻生皆人（研修医）、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

杉本クリニック           杉本英克 
 

 

【症例】45 歳、女性。 
【現病歴】出生時に Down 症候群と診断。35 歳時に糖尿病を発症し内服加療が開始さ

れたが、HbA1c 6-10 %台と血糖変動の幅が大きく加療に難渋した。41 歳時よりイン

スリン療法が開始され、以降は HbA1c 6-8 %台に落ち着いた。施設入所前の薬剤調

整を目的に入院となった。 
【入院経過】入院後の精査にて抗 GAD 抗体・抗インスリン抗体・高 TPO 抗体・高 Tg

抗体陽性を認め、Down 症候群に伴う緩徐進行１型糖尿病、橋本病と診断した。糖

尿病についてはインスリンアスパルト・デグルデク配合注を含む BOT にて良好な血

糖推移が得られた。橋本病についてはホルモン補充を行った。退院後は間欠的スキ

ャン式血糖測定を使用する方針とした。 
【考察】Down 症候群では種々の先天性疾患の他、精神発達遅滞や早発老化（premature  

aging）、自己免疫の影響により、成人後にも様々な疾患を合併することが知られて 
いる。Down 症候群では何らかの自己免疫素因を有する事が示唆されており、欧米で 
は Down 症候群の 1.4-10.6%に１型糖尿病を合併し、16-28%に甲状腺疾患を合併し 
たという報告もある。そのため Down 症候群に合併した糖尿病では、インスリン抵 
抗性とインスリン分泌能の低下による影響が考えられ、症例毎に病態の精査が必要で 
あると考えられる。本邦では報告も少なく、希少な病態であるため報告する。 



（２）Prader-Willi 症候群（PWS）の患者に対し、入院での薬剤調整を

行いえた一例 

糖尿病・内分泌内科：臨床研究部   樋口 潤（研修医）、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

 

【症例】30 歳男性 
【現病歴】PWS で小児期から肥満があり、14 歳で糖尿病を発症した。食欲の抑制が難 
しく、1 日 4 回のインスリンとダパグリフロジン、メトホルミン、リラグルチドの併 
用療法が行われていたが、血糖コントロールは難渋し、随時血糖 300～400mg/dL 台、 
HbA1c 10-12%程度の状態で経過した。以前からセマグルチド導入のための糖尿病教 
育入院が検討されていたが、本人の拒否があったことに加え、以前入院した際に窃盗、 
他患者の人工呼吸器を外す、精神科隔離室でも扉を破壊、立てこもりなど問題行動が 
あり、入院加療は困難と考えられていた。X 月 Y 日の朝食後から胸痛が出現し、改善 
ないため当院内科外来を受診し、安静と経過観察目的で入院した。胸痛改善後は血糖 
コントロール目的の入院を行う方針とした。 

【入院後経過】入院後、胸痛に対する精査と並行して、強化インスリン療法で糖毒性の 
解除を行った。Y＋6 日にセマグルチド 0.25mg を導入し、Y＋20 日に 0.5mg まで増 
量した。Y＋23 日には超速効型インスリンは中止し、持効型インスリンのみとした。 
血糖は良好にコントロールされ、Y＋26 日に自宅退院した。今回の入院期間中に窃盗 
や万引き等の問題行動は見られなかった。 

【考察】 
PWS の症状は多岐にわたり、かつ年齢に応じて変化する。3～4 歳頃から過食傾向が 
始まり、思春期以降、知能低下、肥満、糖尿病、性格障害・行動異常などが問題とな 
るとされている。性格は頑固で、行動異常では、万引き、嘘言などの反社会的行動が 
目立つことがある。本症例では医療従事者の粘り強い傾聴・共感によって、入院生活 
の継続が可能になり、セマグルチドを導入することができたため報告する。



（３）COVID-19感染によるインスリン分泌能低下の可能性が考えられた   

2 型糖尿病の一例 

糖尿病・内分泌代謝内科：臨床研究部  阿座上 絢（研修医）、塚本真大、澤田英明、 

林 加野、阿部隼希、南 陽平、的場ゆか 

 

【症例】70 歳、女性 

【現病歴】X-6年、検診にて高血糖を指摘されるも病院受診はしなかった。X 年 Y月、    

上気道症状・倦怠感が出現し、PCR検査陽性のため新型コロナウイルス感染症 

（COVID-19）と診断された。基礎疾患に喘息があり、当院入院となった際に随時血糖 

421mg/dl、HbA1c 12.6％の糖尿病を認めた。COVID-19加療中には糖尿病に対する指 

導を十分に行うことができなかったため、今回健康観察期間が明けた Y+2月より糖尿 

病教育入院を行う方針とした。 

【臨床経過】COVID-19罹患時と今回入院時を比較したところインスリン分泌能は改善 

を認めていた。Y+2月入院後は SGLT-2阻害薬、週 1回の GLP-1受容体作動薬により 

良好な血糖管理を得ることができた。 

【考察】新型コロナウイルスは、ACE2受容体を介して細胞内に取り込まれる。2型糖尿 

病患者の膵β細胞には ACE2、FURIN、TMPRESS2が発現しており、FURIN と TMPRSS2 が 

新型コロナウイルスの Sタンパク質を連続的に切断することで、ウイルスと ACE2と

の結合を促進する。また高血糖により糖化された ACE2 および S タンパク質は、そ

れらの結合をさらに促進する。これらの機序によりウイルスは ACE2受容体を介して

細胞内に取り込まれ、ATP産生抑制、サイトカイン発現亢進、酸化ストレス・小胞体

ストレスの亢進などのメカニズムを引き起こしインスリン生合成障害をもたらしう

る。当患者も COVID-19 罹患時と今回糖尿病教育入院時にて CPR 0.98 ng/dL から

1.60ng/dLへとインスリン分泌能の改善を認めていた。当初は糖毒性の解除によるも

のと考えていたが、急性期のインスリン分泌低下には COVID-19の影響があった可能

性がある。このように、COVID-19 では通常の感染症と異なる機序によって糖尿病の

発症や糖代謝の悪化に関与することが懸念されており、本症例においても血糖増悪の

一因となったのではないかと考えた。故に COVID-19診断時には疾患の治療に併せ、

糖尿病病態の精査を行うのが望ましいと考える。若干の文献的考察も含め報告する。 

 

 



（４）乳腺原発悪性リンパ腫の一例 

血液・感染症内科：臨床研究部     立野崇正(研修医)、武藤敏孝、髙月 浩 

 

【症例】45 歳、女性【主訴】発熱、めまい 
【現病歴】X-2 年 6 月頃より右乳房の結節を自覚した。7 月初旬に当院乳腺外科を紹介

受診し、乳癌を疑われ、針生検を施行された。病理組織学的に悪性リンパ腫が疑わ

れ当院血液内科紹介となった。病理結果、PET の結果を考慮しびまん性大細胞型リ

ンパ腫(DLBCL)様の病態を想定しつつ、R-CHOP 8 コース(＋RTx)で初回治療行い、

再燃あれば、ASCT の方針となった。X-2 年 8 月より R-CHOP 療法開始され速やか

に右乳房の腫瘤性病変は縮小した。2 コース終了時点でほぼ腫瘤触知しなくなり、8
コース後の PET/CT で完全寛解を確認された。 強化療法として、X-1 年 5 月より右

乳房に RTx 36Gy(18Fr) を施行された。 
X-1 年 6 月までで RTx 終了し、特に自覚症状なく経過していた。 
X-1 年 10 月 下旬より発熱・倦怠感自覚し、近医を受診したところ血液検査で血小板

(26000/μL)と減少、LDH(1793IU/L)と著明高値を認めたため当院血液内科受診とな

った。 
【診療経過】 
末梢血塗抹で異常リンパ球多数あり、X-1 年受診翌日より pre phase としてプレドニ

ゾロン 40mg/day を開始された。 
骨髄生検の結果、急性リンパ芽急性リンパ腫(ALL)と判断され hyperCVAD/MA を開 
始された。前半の hyperCVAD 終了時点で骨髄にて CR を確認。 
X 年 1 月より hyperCVAD/MA2 コース目を開始、2 コース目終了後に弟からの同種

末梢血幹細胞移植を予定している。 
【考察】 
今回、乳腺原発悪性リンパ腫と思われた症例で初診時の診断に難渋し、初回治療終了 
後 4 か月程度で、ALL という形で病勢増悪認める症例を経験した。 
ALL/LBL 特徴および治療について発表する。 
 

 



（５）Pembrolizumab による免疫化学療法が著効した再発トリプルネガティブ 

乳癌の一例 

外科：臨床研究部     成瀨理衣（研修医）、太田耕二、堤 宏介、近沢信人、 

鈴木宏往、田邊麗子、轟木秀一、山﨑 徹 

精神科：臨床研究部    権藤知子、今村眞帆 

 

【症例】50 歳、女性 
【主訴】左乳房腫瘤 
【現病歴】X 年 4 月(48 歳時)に左乳房外側上 
区に鶏卵大のしこりを自覚して前医を受診し、針生検の結果、トリプルネガティブ 
乳癌（TNBC)の診断となった。当院外科紹介受診後、高度局所進行乳癌の診断とな 
ったが、精神疾患の併存症などを考慮し、切除手術を先行する方針となった。 

【治療経過】X 年 6 月に左乳房切除術+腋窩郭清(Level II)を施行した。術後最終病理 
診断では、浸潤性乳管癌、pT3(53mm, 胸筋浸潤あり) N2a(n=6) M0  StageⅢA,   
Ly1, V1,  核 grade II, ER(-),PgR(-),HER2(-), Ki67=82%であった。再発リスクの  
極めて高い TNBC と判定され、術後補助化学療法として FECx3、DOCx3 施行し、 
続いて左胸壁＋傍鎖骨領域へ 60Gy/30Fr の放射線療法を開始したが、左胸壁創部の 
局所再発が診断され、左頚部リンパ節への遠隔転移も診断された。転移巣の PD-L1 
タンパク（IHC)SP142 の結果、IC3（陽性）となり、免疫チェックポイント阻害剤 
Atezolizuma の適応となったため、X+1 年 10 月より Atezolizumab+nab-Paclitaxal 
療法開始し、一旦 SD と判定されたが精神疾患などで有害事象の忍容度が低く継続 
不能となった。その後も緩徐だが、癌の局所再発、頚胸部リンパ節転移、肺転移、 
癌性胸膜炎などは進行し、抗癌治療、緩和治療を行うも、X+2 年 11 月には左肺転 
移、縦郭リンパ節転移、胸膜播種による呼吸不全が増悪して生命の脅かされる状態 
となった。2 回目の PD-L1 タンパク(IHC)22C3 の結果も CPS≧10％（陽性）となり、 
X+2 年 12 月から Pembrolizumab+Carboplatin+Gemcitabine 療法を開始した。 
奏効は著明であり、1 コース目から左頚部皮膚浸潤部及び転移リンパ節の発赤、発 
熱後に急速な硬化縮小がみられ、左胸水の減少、無気肺の改善、縦隔リンパ節肺転 
移の縮小など迅速な改善が診られた。呼吸苦、疼痛も速やかに改善し、酸素吸入、 
オピオイドは不要となり、QOL は劇的に改善した。抗癌剤を減量、省略して現在 5 
コース完了したが、免疫関連有害事象(irAE)含む有害事象も診られず、精神疾患の 
対応を精神科で併診していただいて主に Pembrolizumab のみによる延命、生活維 
持を図っている。 

【考察】TNBC は一般に悪性度が高く、予後不良であり早期に再発することが多い。 
昨今、PD-L1 陽性の手術不能または再発 TNBC に対し、抗 PD-L1 ヒト化モノクロ 
ーナル抗体の免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法の有用性が承認され、 
Pembrolizumab は抗腫瘍剤との併用レジメンで適応患者においては有意に無増悪 
生存期間を延長したことが示されている。本症例は従来の薬物治療に抵抗し、難治 
性であったが、Pembrolizumab により顕著に腫瘍制御が得られた例と考えられた。 



（６）悪性リンパ腫による腸重積の一例   

外科：臨床研究部     秦 和宏（研修医）、田邊麗子、太田耕二、堤 宏介、 

近沢信人、鈴木宏往、轟木秀一、山﨑 徹 

 

【症例】65 歳、男性 
【主訴】腹痛 
【現病歴】1 ヶ月前より腹痛を自覚し、かかりつけ 

の内科から精査目的で前医を紹介された。下部消化管内視鏡検査予定で前医を受診し 
た際、腹部超音波検査で右上腹部の target sign を指摘された。腸重積が疑われたた 
め予定していた下部消化管内視鏡検査は中止され、精査加療目的で同日に当院消化器 
内科紹介となった。CT で上行結腸の重積を指摘され、翌日入院の上で整復目的も兼 
ねた下部消化管内視鏡検査を施行された。重積の先進部に腫瘤を認め、整復が不可能 
であったため加療目的に当科紹介となった。 

【診療経過】下部消化管内視鏡検査の結果、小腸腫瘍の重積であることが判明し、悪性

リンパ腫の可能性が高かったことから血液内科と併診の上で、腹腔鏡下回盲部切除術

（D2）を施行した。術中迅速診断で悪性リンパ腫が疑われたことから、血液内科から

ML-NET に検体を提出していただいた。組織フローサイトメトリーの結果 B 細胞性リ

ンパ腫の診断となった。術後 7 日目に staging のため骨髄穿刺を施行し、術後 13 日目

に退院とした。 
【考察】小児の腸重積と比較して成人腸重積症は稀であり、腸重積全体の 5%程度と報 
告されている。成人の場合は腸重積の成因として器質的疾患に起因することが多く、 
大腸癌や腺腫、脂肪腫、リンパ腫などが原因となる。画像検査は注腸造影検査以外に、 
超音波検査や CT、MRI、内視鏡などが有用である。治療には非観血的整復と観血的 
整復があるが、成人の場合器質的疾患に起因することが多いため、間欠的整復や切除 
が行われることが多い。本症例においても腹腔鏡下回盲部切除術を行っており、文献 
的考察を踏まえて報告する。 



（７）遺伝性乳癌卵巣癌におけるリスク低減卵管卵巣摘出術17例の検討   
産婦人科：臨床研究部     古賀菜穂子、河村京子、倉留洋平、小野結美佳、 

浦郷康平、清水隆宏、川上浩介、元島成信、 

川越秀洋、牟田 満、大藏尚文 

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 

 

【緒言】 
遺伝性乳癌卵巣癌（Hereditary Breast and Ovarian Cancer:HBOC）は BRCA1/2 の 
病的バリアントにより乳癌や卵巣癌のリスクが高くなる遺伝性腫瘍症候群である。 
HBOCに対するリスク低減卵管卵巣摘出術（Risk reducing salpingo- Oophorectomy :  
RRSO）やリスク低減乳房切除術(Risk reducing mastectomy : RRM)は HBOC の予 
後を改善させる最も確実な手段である。本邦では、2020 年 4 月に卵巣癌患者や一部 
の乳癌患者に対する BRCA1/2 遺伝学的検査が保険適応となり、HBOC の診断症例の 
増加、RRSO を考慮する症例が増加している。 

【目的】 
当院で経験した HBOC 症例を検討し、その臨床的特徴を明らかにすること、および 
当院での RRSO の経験をまとめ、その課題を明らかにする。 

【方法】 
当院で HBOC の診断にてサーベイランスを行なった 48 例のうち、RRSO の対象とな 
る 30 例を後方視的に検討した。手術施行の有無で臨床的背景、手術術式、病理学的 
所見を比較検討を行なった。 

【結果】 
30 症例中、手術未施行群は 13 例、施行群は 17 例であった。年齢の中央値は未施行 
群が 36 歳（26～60 歳）、施行群が 49 歳（39～70 歳）、乳癌既往は未施行群が 5 例、 
施行群が 14 例、分娩既往は未施行群が 3 例、施行群が 15 例、BRCA バリアントの内 
訳は未施行群で BRCA1 が 12 例、BRCA2 が 1 例、施行群で BRCA1 が 10 例、BRCA2 
が 7 例であった。 
手術を施行した 17 症例のうち術式はすべて腹腔鏡下でおこない RRSO のみ施行は 9 
例、RRSO＋CRRM 施行は 2 例、TLH＋RRSO 施行は 6 例であった。病理学的検索 
により腹水細胞診は全症例で陰性であり卵管采に p53の過剰発現を認めた症例が 2例、 
上皮内癌及び浸潤癌を認めた症例はなかった。 

【結論】 
当院の RRSO の年齢中央値は 49 歳であり、ガイドラインの推奨年齢を越えていた。 
要因として、RRSO を施行した 17 例のうち 16 例が HBOC の診断を受けた時点で推 
奨年齢である 40 歳を超えていたことにある。RRSO 施行群では未施行群と比較して 
年齢が高く、乳癌既往が多く、分娩歴が多かった。RRSO を考慮するには保険診療と 
なるか否か、挙児希望の有無に影響を受けていた。 



（８）抗NMDAR脳炎を発症した単純ヘルペス脳炎（HSE）の一例   

小児科: 臨床研究部        谷口法隆（研修医）、上野雄司、渡辺恭子、 

酒見好弘、山口賢一郎、中嶋敏紀、緒方怜奈、 

河原典子、安永由紀恵、中島康貴、南里亜由美、 

森 さよ、宮内雄太、佐藤理絵、井形優平、 

山下博德 

 

【症例】12 歳、男児 
【現病歴】X-5 日からの発熱、意識障害、性格変化を主訴に X 日 

に当院を受診し、精査目的に入院した。 
【入院経過】髄液検査で単核球優位の細胞数 

増多があり、頭部 MRI で右前頭葉下部内側、側頭葉から頭頂葉および後頭葉、一部 
の左前頭葉に拡散強調像、T2 強調像、FLAIR 画像で高信号、ADC map で低信号の 
所見を認めた。HSV DNA PCR 検査が陽性で単純ヘルペス脳炎（HSE）と診断した。 
アシクロビル（ACV）を 21 日間投与し、治療を終了した。失語や記憶障害といった 
高次脳機能障害や見当識障害は持続したが緩徐に改善した。しかし、X+25 日より、 
自律神経症状の出現、意識障害の増悪を認めた。その後ジスキネジアも出現したため、 
HSE の再燃、自己免疫性脳炎を疑い ACV 投与下に mPSL と IVIg 治療を行った。X 
＋28 日の髄液検査で抗 NMDAR 抗体陽性（cell based assay 法）となり、抗 NMDAR 
脳炎と診断した。治療の反応性に乏しく血漿交換等の追加治療が必要と判断し、X+40 
日に産業医科大学に転院した。 

【考察】抗 NMDAR 脳炎は、卵巣奇形種に随伴する傍 
腫瘍性脳炎として有名だが、現在では性差や年齢、腫瘍の有無を問わず発症すると考 
えられている。典型例では、統合失調症様精神症状、けいれん発作、無反応状態、自 
発呼吸の減弱、自律神経症状を随伴する口・顔面のジスキネジアや多彩な不随意運動 
などの症状が順に出現する。近年、HSE の経過中に、抗 NMDAR 脳炎を発症する例 
が比較的多いことが報告された。本症例は、HSE 回復期に臨床症状の再増悪があり、 
便秘や立ちくらみなどの自律神経症状が抗 NMDAR 脳炎の初発症状であったと考え 
られた。HSE 経過中の自律神経症状の出現時には抗 NMDAR 脳炎などの自己免疫性 
脳炎も鑑別にあげる必要がある。 

 



(９) 経母乳感染と考えられた遅発性GBS髄膜炎の一例 

小児科：臨床研究部     藤川諒太（研修医）、山口賢一郎、中嶋敏紀、 

渡辺恭子、緒方怜奈、河原典子、安永由紀恵、 

中島康貴、南里亜由美、森 さよ、上野雄司、 

宮内雄太、佐藤理絵、井形優平、山下博德 

 

Streptococcus agalactiae(group B streptococcus: GBS)は消化管および生殖器の常 
在菌であり、健常な成人で感染が問題となることは少ない。一方、新生児と乳児では菌 
血症・髄膜炎の主要な起因菌であり、母体の GBS 保有は児の GBS 感染の危険因子で 
ある。児の GBS 感染を予防するため、妊婦に対し GBS のスクリーニングと分娩時の 
抗菌薬投与が行われる。 
新生児・乳児の GBS 感染症は発症時期により、早発型(生後 6 日目までに発症)、遅 

発型(生後 7-89 日目に発症)、超遅発型(それ以降に発症)の三つに分類される。これらの 
内、遅発型 GBS 感染症の感染経路の一つとして経母乳感染が指摘されており、母体に 
乳腺炎の既往があると児の GBS 感染症のリスクが上昇する、との報告がある。 

自験例では、遅発型 GBS 髄膜炎を発症した乳児の母親において乳腺炎を認め、乳汁

からも GBS が検出された。感染経路として母乳が疑われ、今後の GBS 感染症リスク

を考慮して止乳の方針となった。 
母乳を介した新生児・乳児の GBS 感染症について、自験例を踏まえ文献的考察を加え

て報告する。 
 



(10) 特別養子縁組制度を利用した10代の未受診妊婦の2症例   

産婦人科: 臨床研究部        北川麻里江、川上浩介、岡 洋甫、萩本真理奈、 

久保沙代、藤川梨恵、德田諭道、川越秀洋、 

牟田 満、大藏尚文 

小児科：臨床研究部         中嶋敏紀、酒見好弘 

精神科：臨床研究部         磯村周一 

地域連携室：臨床研究部       清水佳代、猪尾希文世 

 

【緒言】 
特別養子縁組は、1997年に成立した縁組形式で、養子となる子どもの実親（生みの親）

との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度のことである。今回

我々は、特別養子縁組について妊娠中から児童相談所と連携をとった10代の未受診妊

婦の2症例を経験した。 
【症例】 

症例1：14歳、中学2年生。SNSで知り合った男性との間で自然妊娠が成立した。男性

とは一度しか会っておらず、連絡先もわからない。5ヶ月間の無月経と体形の変化を主

訴に産婦人科を受診し、妊娠25週4日と診断され当院を紹介受診となった。初診時から

妊婦・保護者から養育の意思がないことの申し出があり、特別養子縁組制度を提示し

た。特別養子縁組を希望され、子ども総合センターとの連携を開始した。妊娠36週に

養親が決定し、骨盤位の適応で選択的帝王切開術を行った。出生から9か月の監護期間

後に縁組が成立し、実子となった。 
症例2：17歳、高校2年生。交際していた同年代の男性との間で自然妊娠が成立した。

その後二人は別れているが、連絡はとれる状態であった。体形の変化に気づいた教員

から保護者へ連絡が入り、当院受診となった。妊娠27週6日と診断し、受診当日に養育

の意思がないことの申し出があった。またパートナーとその保護者にも養育の意思が

ないことを確認した。特別養子縁組制度を提示し、子ども総合センターとの連携を開

始した。妊娠35週に養親が決定し、児頭骨盤不均衡の適応で選択的帝王切開術を行っ

た。児は現在監護期間中である。 
【考察】 

2014年と2015年に特別養子縁組が成立した920件のうち，養親による監護が開始とな

った生後0ヶ月の児は332件（36.1 %）であったという報告がある．これは日本の総出

生数の0.017 %で，一ヶ月健診までに特別養子縁組の症例に産婦人科医が関わることは

とても貴重である。特別養子縁組の現状について文献的考察を踏まえて報告する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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）  草野 弘宣 

 
本年度は 1 件の剖検および CPC を行った。以下にそれらの内容を記載する。 
 
剖検 
剖検番号：A21-0001 
年齢：36 
性別：F 
死亡時刻：2021/8/1 6:30 
剖検時刻：2021/8/1 12:00 
死後：約 6 時間 10 分 
執刀医：谷川雅彦 草野弘宣  
助手：松本聡美 今村彰吾 山口夏帆 
介助：樋口 潤 秦 和宏 黑川祐介 他 
 
【病理診断】 
I. 主病変 
1. 産科危機的出血後の状態  

（循環血液量減少性ショック；推定出血量 >3080 g）  
子宮復古不全(子宮重量 1056 g 浮腫状) 
肝中心静脈周囲壊死 

2. 甲状腺乳頭癌 (左葉, 大きさ 7x7 mm, pT1a pEx0N0M0 pStage I) 
 
II. 副病変 
1. フィブリン血栓症（門脈・中心静脈) 
2. 脂肪肝 
3. 脾うっ血（脾重量; 202 g） 
4. 肺水腫 
5. 多発肋骨骨折（胸骨圧迫に伴うもの） 
6. 慢性膀胱炎 
7. 大動脈粥状硬化（軽度） 
 
【総括】 
36 歳、女性。G3P3、妊娠 38 週 4 日で妊娠経過に著変を認めなかったが、分娩後の大量出

血に対して一旦止血した状態であったが、不穏後に静脈路確保困難となり、当院へ搬送され、

到着直後からの心肺停止の状態に対して、懸命な心肺蘇生が行われたが、心拍の再開が得ら



れず死亡した症例。 
剖検時は分娩後の状態で、全身は貧血調であった。子宮は、全体的な軟で、重量の増加 （重

量 1056 g）がみられた。子宮復古不全の状態と考えられた。子宮復古不全の原因としては、

胎盤の遺残、子宮型羊水塞栓症が挙げられるが、病理組織学的な所見は得られなかった。死

因としては、産科危機的出血に伴う循環不全と判断した。なお、別に提出された胎盤には著

変を認めなかった。死因とは直接の関連はないが、甲状腺左葉に乳頭癌の所見を認めた。 
 
【臨床上の疑問点】 
・母体死亡の原因精査 （羊水塞栓などの出血の原因精査） 

子宮復古不全に伴う出血の持続が原因と考えられる。子宮復古不全の原因となりうる所見

は得られなかった。 
 
CPC 
第一回 CPC 
2021 年 11 月 29 日  
剖検番号：A21-0002 
タイトル 大量出血による急激な経過を辿った妊産婦の一剖検例 
参加者 47 名 
 
症例は不幸な転機をたどった妊産婦死亡のケースである。本邦における妊産婦死亡の現状、

一般的な産科的危機的出血の対応、今後の課題、より具体的な院内における今後の対応等に

ついてもコメントをいただいた。 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和３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。 

この規程は、令和 ３年 ６月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（用語の定義） 

（１）人を対象とする医学系研究 

人（試料・情報を含む。）を対象として、傷病の成因（健康

に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与

える要因を含む。）及び病態の理解並びに傷病の予防方法並

びに医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の

検証を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの

回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ることを目的

として実施される活動をいう。本規程において単に「研究」

という場合、人を対象とする医学系研究のことをいう。 

（２）侵襲 

研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、

心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精

神に傷害又は負担が生じることをいう。 

侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負

担が小さいものを「軽微な侵襲」という。 

（３）介入 

研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要

因（健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の

予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。）の有無

又は程度を制御する行為（通常の診療を超える医療行為であ

って、研究目的で実施するものを含む。）をいう。 

（４）人体から取得された試料 

血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出したＤ

ＮＡ等、人の体の一部であって研究に用いられるもの（死者

に係るものを含む。）をいう。 

（５）研究に用いられる情報 

研究対象者の診断及び治療を通じて得られた傷病名、投薬内

容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の

情報であって研究に用いられるもの（死者に係るものを含

む。）をいう。 

（６）試料・情報 

人体から取得された試料及び研究に用いられる情報をいう。 

（７）既存試料・情報 

試料・情報のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをい

う。 

①研究計画書が作成されるまでに既に存在する試料・情報 

②研究計画書の作成以降に取得された試料・情報であって、 

取得の時点においては当該研究計画書の研究に用いられ 

ることを目的としていなかったもの 

(８) 研究対象者 

次に掲げるいずれかに該当する者（死者を含む。）をいう。 

①研究を実施される者（研究を実施されることを求められ 

た者を含む。） 

②研究に用いられることとなる既存試料・情報を取得され 

た者 

（９）研究機関 

研究を実施する法人、行政機関及び個人事業主をいい、試料・ 

情報の保管、統計処理その他の研究に関する業務の一部につい 

てのみ委託を受けて行う場合を除く。 

（１０）共同研究機関 

研究計画書に基づいて研究を共同して実施する研究機関をい 

い、当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取 

得し、他の研究機関に提供を行う機関を含む。 

（１１）試料・情報の収集・分譲を行う機関 

研究機関のうち、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を実施する機関をいう。 

（１２）研究者等 

研究責任者その他の研究の実施（試料・情報の収集・分譲を 

行う機関における業務の実施を含む。）に携わる関係者をい 

い、研究機関以外において既存試料・情報の提供のみを行う 

者及び委託を受けて研究に関する業務の一部に従事する者を 

除く。 

（１３）研究責任者 

研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当 

該研究に係る業務を統括する者をいう。 

（１４）研究機関の長 

研究を実施する法人の代表者、行政機関の長又は個人事業主 

をいう。 

（１５）倫理審査委員会 

研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項につ 

いて、倫理的及び科学的な観点から調査審議するために設置 

された合議制の機関をいう。 

（１６）インフォームド・コンセント 

研究対象者又はその代諾者等が、実施又は継続されようとす 

る研究に関して、当該研究の目的及び意義並びに方法、研究 

対象者に生じる負担、予測される結果（リスク及び利益を含 

む。）等について十分な説明を受け、それらを理解した上で 

自由意思に基づいて研究者等又は既存試料・情報の提供を行 

う者に対し与える、当該研究（試料・情報の取扱いを含 

む。）を実施又は継続されることに関する同意をいう。 

（１７） 代諾者 

生存する研究対象者の意思及び利益を代弁できると考えられ 

る者であって、当該研究対象者がインフォームド・コンセン 

トを与える能力を欠くと客観的に判断される場合に、当該研 

究対象者の代わりに、研究者等又は既存試料・情報の提供を 

行う者に対してインフォームド・コンセントを与えることが 

できる者をいう。 

（１８）代諾者等 

代諾者に加えて、研究対象者が死者である場合にインフォー 

ムド・コンセントを与えることができる者を含めたものをい 

う。 

（１９）インフォームド・アセント 

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 

判断される研究対象者が、実施又は継続されようとする研究 

に関して、その理解力に応じた分かりやすい言葉で説明を受 

け、当該研究を実施又は継続されることを理解し、賛意を表 

することをいう。 

（２０）個人情報 

生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに 

該当するものをいう。 

①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文 

書、図面若しくは電磁的記録（電磁的方式（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 

きない方式をいう。（２２）②において同じ。）で作ら 

れる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又 

は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項 

（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により 

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照 

合することができ、それにより特定の個人を識別するこ 

とができることとなるものを含む。） 

②個人識別符号が含まれるもの 

（２１）個人情報等 

個人情報に加えて、個人に関する情報であって、死者につい

て特定の個人を識別することができる情報を含めたものをい

う。 

（２２）個人識別符号 

 次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符

号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号）その他の法令に定めるものをいう。 

①特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供す

るために変換した文字、番号、記号その他の符号であっ

て、当該特定の個人を識別することができるもの 



②個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される

商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される

カードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式に

より記録された文字、番号、記号その他の符号であっ

て、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと

に異なるものとなるように割り当てられ、又は記載さ

れ、若しくは記録されることにより、特定の利用者若し

くは購入者又は発行を受ける者を識別することができる

もの 

（２３）要配慮個人情報 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要す

る記述等が含まれる個人情報をいう。 

（２４）匿名化 

特定の個人（死者を含む。以下同じ。）を識別することがで

きることとなる記述等（個人識別符号を含む。）の全部又は

一部を削除すること（当該記述等の全部又は一部を当該個人

と関わりのない記述等に置き換えることを含む。）をいう。 

（２５）対応表 

 匿名化された情報から、必要な場合に研究対象者を識別する

ことができるよう、当該研究対象者と匿名化の際に置き換え

られた記述等とを照合することができるようにする表その他

これに類するものをいう。 

（２６）匿名加工情報 

次に掲げる個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）に規

定する個人情報に限る。 以下この（２６））において同

じ。）の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特定

の個人を識別することができないように個人情報を加工して

得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元す

ることができないようにしたもの（同法の規定の適用を受け

るものに限る。）をいう。 

①（２０）①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる

記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述

等に置き換えることを含む。）。 

②（２０）②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる

個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号

を復元することのできる規則性を有しない方法により他

の記述等に置き換えることを含む。）。 

（２７）非識別加工情報 

次に掲げる個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５８号。以下「行政機関個人

情報保護法」という。）又は独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。以下

「独立行政法人等個人情報保護法」という。）の規定により

非識別加工情報に係る加工の対象とされている個人情報に限

る。 以下この（２７）において同じ。）の区分に応じてそ

れぞれ次に定める措置を講じて特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情

報であって、当該個人情報を復元することができないように

したもの（行政機関個人情報保護法又は独立行政法人等個人

情報保護法の規定の適用を受けるものに限る。）をいう。 

①（２０）①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる

記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述

等に置き換えることを含む。）。 

②（２０）②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる

個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を

復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

（２８）有害事象 

実施された研究との因果関係の有無を問わず、研究対象者に

生じた全ての好ましくない又は意図しない傷病若しくはその

徴候（臨床検査値の異常を含む。）をいう。 

（２９）重篤な有害事象 

有害事象のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう 

①死に至るもの 

②生命を脅かすもの 

③治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの

④永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 

⑤子孫に先天異常を来すもの 

（３０）予測できない重篤な有害事象 

重篤な有害事象のうち、研究計画書、インフォームド・コン

セントの説明文書等において記載されていないもの又は記載

されていてもその性質若しくは重症度が記載内容と一致しな

いものをいう。 

（３１）モニタリング 

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「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）及び研究計画書に従って行われているかについて、研究

責任者が指定した者に行わせる調査をいう。 

（３２）監査 

研究結果の信頼性を確保するため、研究が「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）及び研究計画書に従って行われたかに

ついて、研究責任者が指定した者に行わせる調査をいう。 

 

  



 

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、

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

（令和３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。 

この規程は、令和 ３年 ６月３０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 

倫理指針対象研究倫理審査委員会手順書 
 
（目的） 

第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構小倉医療センタ

ー倫理審査委員会設置規程（以下「倫理審査委員会設置規程」と

いう。）倫理指針対象研究に基づき、国立病院機構小倉医療セン

ター倫理審査委員会（以下「倫理審査委員会」という。）倫理指

針対象研究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 本手順書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倫理指針対象研究等倫理規程（平

成１６年規程第６１号）及び倫理審査委員会設置規程の定める

ところによる。 

 

（倫理審査委員会の責務） 

第３条 倫理審査委員会は、「人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針」（令和３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。）の対象となる研

究（以下「倫理指針対象研究」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 倫理審査委員会は、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倫理指針対象研究には特に注意を払わなけ

ればならない。 

３ 倫理審査委員会は、倫理的及び科学的妥当性の観点から倫理

指針対象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。 

 

（倫理審査委員会の審議理念） 

第４条 倫理審査委員会は、審議を行うに当たっては、本規程第

３条に規定する倫理審査委員会の責務を遂行するために、特に

次の各号に掲げる観点に留意しなければならない。 

一 研究対象者の人権の擁護 

二 研究対象者への不利益と医学上の利益又は貢献度の予測 

三 研究対象者の理解と自発的同意 

 

（倫理審査委員会の役割） 

第５条 倫理審査委員会は、国立病院機構の病院（以下「病院」と

いう。）の研究責任者及び国立病院機構以外の研究機関（以下「外

部研究機関」という。）の研究責任者（以下「研究責任者等」と

いう。）から研究の実施の適否等について意見を求められたとき

は、倫理指針に基づき、倫理的観点及び科学的観点から、病院及

び外部研究機関（以下「病院等」という。）の研究者等の利益相

反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書に

より意見を述べる。 

２ 倫理審査委員会は、第１項の規定により審査を行った研究に

ついて、倫理的観点及び科学的観点から必要な調査を行い、研

究責任者等に対して、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。 

３ 倫理審査委員会は、第１項の規定により審査を行った研究の

うち、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行

うものについて、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼

性を確保するために必要な調査を行い、研究責任者等に対して、 

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。 

４ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、その業

務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その

業務に従事しなくなった後も同様とする。 

５ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、第１項

の規定により審査を行った研究に関連する情報の漏えい等、研

究対象者の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点

及び審査の中立性又は公正性の観点から重大な懸念が生じた場

合には、速やかに倫理審査委員会の設置者である国立病院機構

小倉医療センターの院長（以下「病院長」という。）に報告する。 

６ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及

び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審

査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けるものと

する。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けるものと

する。 

 

（構成及び会議の成立要件等） 

第６条 倫理審査委員会は、病院長が指名する委員によって構成す

ることとし、委員の構成は、研究計画書の審査等の業務を適切

に実施できるよう、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなけ

ればならず、第一号から第三号までに掲げる者については、そ

れぞれ他を同時に兼ねることはできない。会議の成立について

も同様の要件とする。 

一 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれてい 

ること。：臨床研究部長、医師複数名、看護部長、薬剤部長、 

副看護部長 

二 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含 

まれていること。： 

外部委員 

三 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べる 

ことのできる者が含まれていること。：事務部長、外部委員 

四 国立病院機構に所属する職員以外の者（以下「外部委員」 

という。）が複数含まれていること。 

五 男女両性で構成されていること。 

六 ５名以上であること。 

２ 委員の任期は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。 

３ 倫理審査委員会に委員長及び副委員長を１名ずつ置き、委員

長は及び副委員長は病院長が委員の中から指名した次のものを

いう。 

一 委員長：副院長 

二 副委員長：臨床研究部長 

４ 委員長に何らかの事由があり職務を行えない場合には、副委

員長が原則としてその職務を代行する。また、委員長及び副委

員長が供に職務を行えない場合には、委員の互選により委員の

うち１名がこれを行う。なお、副委員長以外の者が代行する場

合には、議事録等に代行する旨とその理由を記録する。 

 

（倫理審査委員会事務局） 

第７条 倫理審査委員会事務局は、委員長の指示により、次の各

号に掲げる業務を行うものとする。 

一 倫理審査委員会の開催準備 

二 倫理審査委員会の審査等の記録（審査及び採決に参加し 

た委員の名簿を含む）の作成 

三 審査結果通知書の作成及び研究責任者等への提出 

四 記録（議事要旨、研究計画書、倫理審査委員会が作成する 

資料等）の保存 

五 第１１条に規定する迅速審査の依頼 

六 その他倫理審査委員会に関する業務の円滑化に必要な事 

務及び支援 

七 倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員 

名簿の倫理審査委員会報告システムにおける公表  



八 倫理審査委員会の開催状況及び審査の概要（審査の概要 

のうち、研究対象者及びその関係者の人権又は研究者等及 

びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが 

必要な内容として倫理審査委員会が判断したものを除く） 

の倫理審査委員会報告システムにおける年１回以上の公表 

九 病院長及び外部研究機関の長（以下「病院長等」）が許可 

した倫理審査委員会結果通知書の写しの提出依頼 

十 外部研究機関より審査を受託する場合は、契約を含む必 

要な手続き 

２ 事務局は、病院長が指名した次の者で構成する。 

一 事務局員：専門職 

 

（倫理審査委員会の業務） 

第８条 倫理審査委員会は、その責務の遂行のために、研究を実

施する研究責任者等から次の各号に掲げる最新の資料を入手し

なければならない。 

一 研究計画書 

二 説明文書・同意文書又は情報の通知・公開用文書 

三 研究責任者等の履歴書 

四 外部研究機関と実施する多施設共同研究の場合において 

は、共同研究機関における研究計画の承認状況、インフォ 

ームド・コンセントの取得状況等の情報 

五 その他、倫理審査委員会が必要と認める文書 

２ 倫理審査委員会は、倫理指針対象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。 

３ 倫理審査委員会は、研究責任者等に対して倫理審査委員会が

倫理指針対象研究の実施を承認し、これに基づく当該病院長等

の許可が文書で通知されるまで研究対象者を倫理指針対象研究

に参加させないように求めるものとする。 

４ 倫理審査委員会は、研究責任者等に対して、以下の事項を倫

理審査委員会に速やかに文書で報告するよう求めるものとする。 

一 研究対象者に対する危険を増大させる又は倫理指針対象 

研究の実施に重大な影響を及ぼす可能性のある変更 

二 侵襲を伴う研究における重篤な有害事象 

三 研究対象者の安全又は倫理指針対象研究の実施に悪影響 

を及ぼす可能性のある新たな情報 

四 倫理指針対象研究実施期間中における審査の対象となる 

文書の追加、更新又は改訂が行われた場合の当該部分 

５ 倫理審査委員会は、実施中の倫理指針対象研究について、進

行状況を随時把握し、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（年度当初）の頻度で倫理指針対象研究

が倫理指針に適合し、適切に実施されているか否かを継続的に

審査するものとする。なお、必要に応じて倫理指針対象研究の

実施状況について調査し、必要な場合には、文書により倫理指

針対象研究を実施する研究責任者等に意見を通知するものとす

る。 

６ 倫理審査委員会は、本手順書の改正が必要な場合は、これを

審議する。 

７ 倫理審査委員会は、当該委員会の組織及び運営が倫理指針に

適合していることについて、厚生労働大臣等が実施する調査に

協力する。 

 

（倫理審査委員会の運営） 

第９条 倫理審査委員会は、委員長が召集する。 

２ 倫理審査委員会は、原則として毎月開催するものとするが、

委員長が開催の必要がないと判断した場合は開催せず、また、

委員長が必要と認める場合には臨時に開催することができる。 

３ 倫理審査委員会の開催に当たっては、第７条に規定する倫理

審査委員会事務局から原則として開催日の１週間前までに、委

員に対し文書で開催日等を通知するものとする。 

４ 倫理審査委員会は、第６条に示す要件を満たす場合において

のみ、その意思を決定できるものとする。 

５ 採決に当たっては、審査に参加した委員のみが採決への参加

を許されるものとする。なお、委員は開催場での参加もしくは

WEB 等（映像と音声の送受信により倫理審査委員会の進行状態

を確認しながら通話する方法）での参加を選択することができ

る。 

６ 審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は、倫理審査

委員会の審査及び意見の決定に同席してはならない。ただし、

倫理審査委員会の求めに応じて会議に出席し、当該研究に関す

る説明を行うことはできる。 

７ 次の各号に掲げる委員は、自らが関与する倫理指針対象研究

について情報を提供することは許されるが、当該倫理指針対象

研究に関する事項の審査及び採決への参加はできないものとす

る。 

一 審査対象の倫理指針対象研究の依頼者である役員又は職 

員その他依頼者と密接な関係を有する者 

二 審査対象の倫理指針対象研究の研究責任者等と密接な関 

係を有する者 

三 審査対象の倫理指針対象研究を実施する研究者等、病院 

長等 

四 その他、審査対象の倫理指針対象研究と密接な関係を有 

すると倫理審査委員会が判断した者 

８ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意

見を求めることができる。 

９ 倫理審査委員会は、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い、意見を述べる際は、必要に応

じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めることが

できる。 

１０ 倫理審査委員会の意見は、全会一致をもって決定するよう

努める。全会一致とならない場合は、出席委員の３分の２以上

の同意をもって決定するものとする。 

１１ 倫理審査委員会の意見は次の各号のいずれかとする。 

一 承認 

二 条件付承認 

三 却下 

四 既に承認した事項を取消（研究の中止又は中断を含む。） 

五 継続審議 

１２ 倫理指針対象研究について審査を依頼した研究責任者等は、

倫理審査委員会の審査結果に対して異議のある場合は、理由書

を添えて倫理審査委員会に再審査を請求することができる。 

１３ 倫理審査委員会は、審査及び採決に参加した委員に関する

記録、審査の記録（以下「会議の記録」という。）及びその概要

を作成し保存するとともに、原則として、公開するものとする。

ただし、個人情報等の人権、研究の独創性、知的財産権の保護及

び競争上の地位の保全に支障が生じるおそれがある部分は、倫

理審査委員会の決定により非公開とすることができる。この場

合、当該部分を非公開とする理由を公開することとする。 

１４ 倫理審査委員会は、審査終了後速やかに、審査の経過及び

結果を文書により研究責任者等に報告する。 

１５ 倫理審査委員会は、審査対象となる課題が独立行政法人国

立病院機構小倉医療センター病院研究利益相反審査委員会規程

（平成〇〇年規程第〇〇号）に定める独立行政法人国立病院機

構小倉医療センター研究利益相反審査委員会の審査を受けた場

合は、当該審査委員会から倫理指針対象研究の利益相反に関す

る審査結果の報告を受け、当該倫理指針対象研究の実施につい

て利益相反を含めて総合的に判断し実施又は継続の適否につい

て審査する。 

 

（倫理審査委員会への付議等） 

第１０条 倫理指針対象研究の審査の依頼については、倫理指針

対象研究を実施する研究責任者等が行うこととする。 

２ 外部研究機関の研究責任者等が倫理指針対象研究の審査を依 



頼する場合は、委受託契約締結以降に審査依頼を行うものとす 

る。 

 

（迅速審査） 

第１１条 倫理審査委員会は、次項に定める手続きにより迅速審査

を行うことができる。迅速審査の対象は次の各号の審査とする。 

一 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について 

倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当であ 

る旨の意見を得ている場合の審査 

二 研究計画書の軽微な変更に関する審査 

三 研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 

四 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 

２ 第 1 項第二号に該当する事項のうち、次の各号について、明

らかに研究の実施に影響を与えない範囲で、研究対象者への負

担やリスクが増大しない変更であると判断される場合は、変更

の内容を委員会に報告するのみでよいものとする。 

 一 誤記の記載整備 

 二 研究責任者の職名の変更 

  三 研究者の氏名の変更 

  四 研究機関等の名称や住所等の変更 

  五 その他、倫理審査委員会が事前に軽微な変更の対象とす 

る旨について了承したもの 

３ 迅速審査は委員長が指名する者により行い、第９条第１１項に

従って判定し、研究責任者等に審査結果を報告する。第７条に

示す倫理審査委員会事務局は、次回の倫理審査委員会で迅速審

査の内容と判定を報告する。なお、迅速審査の結果の報告を受

けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項につい

て、改めて倫理審査委員会における審査を求めることができる

ものとする。この場合において委員長は、相当の理由があると

認めるときは、倫理審査委員会を速やかに開催し、当該事項に

ついて審査する。 

 

（記録の保存） 

第１２条 倫理審査委員会における記録の保存は倫理審査委員会

事務局が行う。 

２ 倫理審査委員会において保存する文書は以下のものである。 

一 当該手順書 

二 倫理審査委員会の委員名簿 

三 倫理審査委員会において審査・報告となった資料及び倫 

理審査委員会に提出されたその他の資料 

四 会議の議事要旨（審査及び採決に参加した倫理審査委員 

会委員名簿を含む。） 

五 書簡等の記録 

六 その他必要と認めたもの 

３ 前項に掲げる記録の保存期間は、当該研究の終了について報

告される日までの期間（侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究

であって介入を行うものに関する審査資料にあっては、当該研

究の終了について報告された日から５年を経過した日までの期

間）とする。 

４ 前項に掲げる記録の保管場所については、企画課内の施錠が

可能な保管庫とする。 

 

（情報の公開） 

第１３条 本手順書、委員名簿及び会議の記録の概要（ただし、第

９条第１３項ただし書に定める場合を除く。）を公開するものと

する。 

 

（雑則） 

第１４条 病院長は、倫理審査委員会設置規程に定める他、本手順

書の実施に当たって必要な事項を、倫理審査委員会の意見を聞

いて定めることができる。 

 

（改正） 

第１５条 本手順書の改正が必要な場合には、倫理審査委員会で審

議し、病院長が改正を行う。 

 

 

附則 

（施行期日） 

本手順書は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

本手順書は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

本手順書は、令和 ３年 ６月３０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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立病院機構小倉医療センター臨床研究の実施に関する手順書 
 
（目的） 

第１条 本手順書は、独立行政法人国立病院機構臨床研究等倫理

規程（平成１６年規程第６１号。以下「規程」という。）に従

って実施される人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示

第１号）（以下「倫理指針」という。）が適用される臨床研究に

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 本手順書における各種用語の定義は、本手順書において

特に定めるものを除き、規程及び倫理指針の定めるところによ

る。 

 

（研究者等の責務等） 

第３条 研究者等は、研究を実施するに当たり、研究対象者又は

その代諾者等（以下「研究対象者等」という。）への配慮とし

て、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重し

て、研究を実施しなければならない。 

二 研究者等は、法令、倫理指針等を遵守し、当該研究の実

施について倫理審査委員会の審査及び病院の院長（以下

「病院長」という。）の許可を受けた研究計画書に従って、

適正に研究を実施しなければならない。 

三 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則として

あらかじめインフォームド・コンセントを受けなければな

らない。 

四 研究者等は、研究対象者等及びその関係者からの相談、

問合せ、苦情等（以下「相談等」という。）に適切かつ迅速

に対応しなければならない。 

五 研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正

当な理由なく漏らしてはならない。研究の実施に携わらな

くなった後も、同様とする。 

六 研究者等は、地域住民等一定の特徴を有する集団を対象

に、当該地域住民等の固有の特質を明らかにする可能性が

ある研究を実施する場合には、研究対象者等及び当該地域

住民等を対象に、研究の内容及び意義について説明し、研

究に対する理解を得るよう努めなければならない。 

２ 研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに

当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を受

けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教

育・研修を受けなければならない。 

 

（研究代表者及び研究責任者の責務等） 

第４条 研究代表者及び研究責任者（以下「研究責任者等」とい

う。）は、研究を実施するに当たって研究計画書の作成及び研

究者等に対する遵守を徹底し、次の各号に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

一 研究責任者等が研究を実施しようとするときは、あらか

じめ第６条に基づき研究計画書を作成しなければならな

い。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようと

するときは、あらかじめ研究計画書を変更しなければなら

ない。 

二 研究責任者等は、第一号の研究計画書の作成又は変更に

当たっては、研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が確保

されるよう考慮しなければならない。また、研究対象者へ

の負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価す

るとともに、負担及びリスクを最小化する対策を講じなけ

ればならない。 

三 多機関共同研究を実施する研究責任者は、当該多機関共

同研究として実施する研究に係る業務を代表するため、当 

 

該研究責任者の中から、研究代表者を選任しなければなら

ない。 

四 研究代表者は、多機関共同研究を実施しようとする場合

には、各共同研究機関の研究責任者の役割及び責任を明確

にした上で第一号の研究計画書を作成又は変更しなければ

ならない。 

五 研究責任者等は、研究に関する業務の一部について委託

しようとする場合には、当該委託業務の内容を定めた上で

研究計画書を作成しなければならない。 

六 研究責任者等は、研究に関する業務の一部を委託する場

合には、委託を受けた者が遵守すべき事項について、文書

又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。）によ

り契約を締結するとともに、委託を受けた者に対する必要

かつ適切な監督を行わなければならない。 

七 研究責任者等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究

であって通常の診療を超える医療行為を伴うものを実施し

ようとする場合には、当該研究に関連して研究対象者に生

じた健康被害に対する補償を行うために、あらかじめ、保

険への加入その他の必要な措置を適切に講じなければなら

ない。 

八 研究対象者及び代諾者からのインフォームド・コンセン

トにかかる手続きついては、第７条、第８条の規定を遵守

して実施しなければならない。 

２ 倫理審査委員会への付議については、次号に掲げるとおりと

する。 

一 研究責任者等は、研究の実施の適否について、倫理審査

委員会の意見を聴かなければならない。 

二 研究代表者は、多機関共同研究に係る研究計画書につい

て、原則として倫理審査委員会による一括した審査を求め

なければならない。 

三 研究責任者等は、倫理審査委員会に意見を聴いた後に、

その結果及び当該倫理審査委員会に提出した書類（別に定

める申請書類のほか、研究計画書、説明文書・同意文書、

それらの変更対応表等）、その他病院長が求める書類を病院

長に提出し、当該病院等における当該研究の実施につい

て、許可を受けなければならない。 

四 研究責任者等は、多機関共同研究について第二号の規定

によらず個別の倫理審査委員会の意見を聴く場合には、共

同研究機関における研究の実施の許可、他の倫理審査委員

会における審査結果及び当該研究の進捗に関する状況等の

審査に必要な情報についても倫理審査委員会へ提供しなけ

ればならない。 

３ 研究の概要の登録については、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 研究責任者等は、介入を行う研究について、厚生労働省

が整備するデータベース

（JapanRegistryofClinicalTrials:jRCT）等の公開データ

ベースに、当該研究の概要をその実施に先立って登録し、

研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて更新しなければ

ならない。また、それ以外の研究についても当該研究の概

要をその研究の実施に先立って登録し、研究計画書の変更

及び研究の進捗に応じて更新するよう努めなければならな

い。 

二 第一号の登録において、研究対象者等及びその関係者の

人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため

非公開とすることが必要な内容として、倫理審査委員会の

意見を受けて病院長が許可したものについては、この限り

でない。 



４ 研究の適正な実施の確保については、次の各号に掲げるとお

りとする。 

一 研究責任者等は、研究計画書に従って研究が適正に実施

され、その結果の信頼性が確保されるよう、当該研究の実

施に携わる研究者をはじめとする関係者を指導・管理しな

ければならない。 

二 研究責任者等は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な

有害事象等の発生を知った場合には、速やかに必要な措置

を講じなければならない。 

５ 研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告に

ついては、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

一 研究責任者等は、研究の実施に係る必要な情報を収集す

るなど、研究の適正な実施及び研究結果の信頼性の確保に

努めなければならない。 

二 研究責任者等は、第１０条第１項第一号による報告を受

けた場合であって、研究の継続に影響を与えると考えられ

るものを得た場合（第５条第５項に該当する場合を除く。）

には、遅滞なく、病院長に報告し、必要に応じて、研究を

停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更しなけれ

ばならない。 

三 研究責任者等は、第１０条第１項第二号又は第三号によ

る報告を受けた場合には、速やかに病院長に報告し、必要

に応じて、研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画

書を変更しなければならない。 

四 研究責任者等は、研究の実施において、当該研究により

期待される利益よりも予測されるリスクが高いと判断され

る場合又は当該研究により十分な成果が得られた若しくは

十分な成果が得られないと判断される場合には、当該研究

を中止しなければならない。 

五 研究責任者等は、研究計画書に定めるところにより、研

究の進捗状況及び研究の実施に伴う有害事象の発生状況を

倫理審査委員会及び病院長に報告しなければならない。 

六 研究責任者等は、多機関共同研究を実施する場合には、

共同研究機関の研究責任者に対し、当該研究に関連する必

要な情報を共有しなければならない。 

七 研究責任者等は、毎年一回４月末までに、それぞれ臨床

研究の進捗状況並びにその他の有害事象及び不具合等の発

生状況を規定の様式により倫理審査委員会に報告しなけれ

ばならない。 

６ 研究終了後の対応については、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 研究責任者等は、研究を終了したときは、その旨及び研

究の結果概要を文書又は電磁的方法により遅滞なく倫理審

査委員会及び病院長に報告しなければならない。 

二 研究責任者等は、研究を終了したときは、遅滞なく、研

究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関

係者の権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、

当該研究の結果を公表しなければならない。また、侵襲

（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うもの

について、結果の最終の公表を行ったときは、遅滞なく病

院長へ報告しなければならない。 

三 研究責任者等は、介入を行う研究を終了したときは、第

３項第一号で当該研究の概要を登録した公開データベース

に遅滞なく、当該研究の結果を登録しなければならない。

また、それ以外の研究についても当該研究の結果の登録に

努めなければならない。 

四 研究責任者等は、通常の診療を超える医療行為を伴う研

究を実施した場合には、当該研究を終了した後において

も、研究対象者が当該研究の結果により得られた最善の予

防、診断及び治療を受けることができるよう努めなければ

ならない。 

７ 研究責任者等は、研究により得られた結果等の説明に関する

手続きについて、第９条を遵守しなければならない。 

８ 研究責任者等は、利益相反管理について第１１条の規定を遵

守しなければならない。 

９ 研究責任者等は、研究に係る試料及び情報等の保管について

第１２条の規定を遵守しなければならない。 

１０ 研究責任者等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介

入を行う研究に係るモニタリング及び監査を実施する場合に

は、第１３条の規定を遵守して実施しなければならない。 

１１ 研究責任者等は個人情報の取扱いについて第１４条、第１

５条及び第１６条の規定を遵守し対応しなければならない。 

 

（病院長の責務） 

第５条 病院長は、研究に対する総括的な監督について、次の各

号に掲げる責務を負うものとする。 

一 病院長は、実施を許可した研究について、適正に実施さ

れるよう必要な監督を行うとともに、最終的な責任を負わ

なければならない。 

二 病院長は、当該研究が倫理指針及び研究計画書に従い、

適正に実施されていることを必要に応じて確認するととも

に、研究の適正な実施を確保するために必要な措置をとら

なければならない。 

三 病院長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の

生命、健康及び人権を尊重して研究を実施することを周知

徹底しなければならない。 

四 病院長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏

らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同

様とする。 

２ 病院長は、研究の実施のための体制・規程の整備等につい

て、次の各号に掲げる責務を負うものとする。 

一 病院長は、研究を適正に実施するために必要な体制・規

程を整備しなければならない。 

二 病院長は、当該病院の実施する研究に関連して研究対象

者に健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必

要な措置が適切に講じられることを確保しなければならな

い。 

三 病院長は、研究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、研究結果等、研究に関する情報が適切に公

表されることを確保しなければならない。 

四 病院長は、当該病院等における研究が倫理指針に適合し

ていることについて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行

い、その結果に基づき適切な対応をとらなければならな

い。なお点検及び評価並びにその実施手法、時期及び実施

頻度（例えば、年に１回程度）については、当該病院等が

実施する研究の内容等に応じて、病院長が定めることとす

る。 

五 病院長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければ

ならない。 

六 病院長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な

知識及び技術に関する教育・研修を当該病院等の研究者等

が受けることを確保するための措置を講じなければならな

い。また、自らもこれらの教育・研修を受けなければなら

ない。 

七 病院長は、当該病院等において定められた規程により、

倫理指針に定める権限又は事務を当該病院等内の適当な者

に委任することができる。 

３ 研究計画書に関する作成・変更において、研究責任者等が倫

理審査委員会に意見を聴いた後に、病院長が当該研究の実施に

対する許可を決定する手続きについては、次号に掲げるとおり

とする。 



一 病院長は、倫理審査委員会の意見を尊重し、研究の実施

の許可又は不許可その他研究について必要な措置を決定し

なければならない。この場合において、病院長は、倫理審

査委員会が研究の実施について不適当である旨の意見を述

べたときには、当該研究の実施を許可してはならない。 

二 病院長は、当該病院等において行われている研究の継続

に影響を与えると考えられる事実を知り、又は情報を得た

場合には、必要に応じて速やかに、研究の停止、原因の究

明等の適切な対応をとらなければならない。 

三 病院長は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼

を損なう若しくはそのおそれのある事実を知り、又は情報

を得た場合には、速やかに必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告に

ついて、病院長は、第１０条第１項第二号若しくは第三号又は

第４条第５項第二号若しくは第三号の規定による報告を受けた 

場合には、必要に応じて、倫理審査委員会の意見を聴き、速や

かに研究の中止、原因究明等の適切な対応を取らなければなら

ない。この場合、倫理審査委員会が意見を述べる前において

は、必要に応じ、研究責任者等に対し、研究の停止又は暫定的

な措置を講じるよう指示しなければならない。 

５ 大臣への報告等については、次の各号に掲げる事項を遵守す

ること。 

一 病院長は、当該病院等が実施している又は過去に実施し

た研究について、倫理指針に適合していないことを知った

場合（第１０条第１項第二号若しくは第三号又は第４条第

５項第二号若しくは第三号の規定による報告を含む。）に

は、速やかに倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応を

行うとともに、不適合の程度が重大であるときは、その対

応の状況・結果を厚生労働大臣（文部科学省の所管する研

究機関にあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣。経済産

業省の所管する研究機関にあっては厚生労働大臣及び経済

産業大臣。以下単に「大臣」という。）に報告し、公表しな

ければならない。 

二 病院長は、当該病院等における研究が倫理指針に適合し

ていることについて、大臣又はその委託を受けた者が実施

する調査に協力しなければならない。 

６ 病院長は、研究に係る試料及び情報等の保管について第１２

条の規定を遵守しなければならない。 

７ 病院長は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う

研究に係るモニタリング及び監査については第１３条の規定を

遵守しなければならない。 

８ 病院長は個人情報の取扱いについて第１４条、第１５条及び

第１６条の規定を遵守しなければならない。 

 

 （研究計画書の記載事項） 

第６条 研究計画書の記載事項については、次の各号に掲げると

おりとする。 

一 研究計画書（次号の場合を除く。）に記載すべき事項は、

原則として次のとおりとする。ただし、倫理審査委員会の

意見を受けて病院長が許可した事項については、この限り

でない。 

イ 研究の名称  

ロ 研究の実施体制（病院等の名称及び研究者等の氏名を含 

む。） 

ハ 研究の目的及び意義 

ニ 研究の方法及び期間 

ホ 研究対象者の選定方針 

ヘ 研究の科学的合理性の根拠 

ト 第７条の規定によるインフォームド・コンセントを受け 

る手続等（インフォームド・コンセントを受ける場合には、 

同条の規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

チ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非 

識別加工情報※注１を作成する場合にはその旨を含む。） 

リ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 

益、これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小 

化する対策 

ヌ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含 

む。）の保管及び廃棄の方法 

ル 病院長への報告内容及び方法 

ヲ 研究の資金源、その他の病院等の研究に係る利益相反及 

び個人の収益、その他の研究者等の研究に係る利益相反に 

関する状況等 

ワ 研究に関する情報公開の方法 

カ 研究により得られた結果等の取扱い 

ヨ 研究対象者等及びその関係者が研究に係る相談を行うこ 

とができる体制及び相談窓口（遺伝カウンセリングを含 

む。） 

タ 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条の規定による手続（第７条及び第８条の規定 

による代諾者等の選定方針並びに説明及び同意に関する事 

項を含む。） 

レ インフォームド・アセントを得る場合には、第８条 の 

規定による手続（説明に関する事項を含む。） 

ソ 第７条第８項の規定による研究を実施しようとする場合 

には、同条同項の規定に掲げる要件の全てを満たしている 

ことについて判断する方法 

ツ 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 

ネ 侵襲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 

ナ 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 

ラ 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 

ム 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務 

内容及び委託先の監督方法 

ウ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 

象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究 

のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可 

能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において 

想定される内容 

ヰ 第１３条の規定によるモニタリング及び監査を実施する 

場合には、その実施体制及び実施手順 

二 試料・情報の収集・提供を実施する場合の研究計画書に記 

載すべき事項は、原則として次のとおりとする。ただし、倫 

理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した事項について 

は、この限りでない。 

イ 試料・情報の収集・提供の実施体制（試料・情報の収 

集・提供を行う機関の名称及び研究者等の氏名を含む。） 

ロ 試料・情報の収集・提供の目的及び意義  

ハ 試料・情報の収集・提供の方法及び期間 

ニ 収集・提供を行う試料・情報の種類 

ホ 第７条の規定によるインフォームド・コンセントを受け 

る手続等（インフォーム ド・コンセントを受ける場合に 

は、同規定による説明及び同意に関する事項を含む。） 

ヘ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非 

識別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。） 

ト 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利 

益、これらの総合的評価 並びに当該負担及びリスクを最 

小化する対策 

チ 試料・情報の保管及び品質管理の方法 

リ 収集・提供終了後の試料・情報の取扱い 

ヌ 試料・情報の収集・提供の資金源等、試料・情報の収 



集・提供を行う機関の収集・提供に係る利益相反及び個人 

の収益等、研究者等の収集・提供に係る利益相反に関する 

状況 

ル 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

ヲ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、そ 

の旨及びその内容 

ワ 研究により得られた結果等の取扱い 

カ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対 

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 

 

（インフォームド・コンセント） 

第７条 研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・

情報の提供を行う者が既存試料・情報を提供しようとするとき

は、病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、

それぞれ次に掲げる手続に従って、原則としてあらかじめイン

フォームド・コンセントを受けなければならない。ただし、法

令の規定による既存試料・情報の提供については、この限りで

ない。 

一 新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合 

のインフォームド・コンセント 

研究者等は、それぞれ次のイ又はロの手続に従って研究を実 

施しなければならない。 

イ 侵襲を伴う研究 

研究者等は、第５項の規定による説明事項を記載した文書 

により、インフォームド・コンセントを受けなければなら 

ない。 

ロ 侵襲を伴わない研究 

（１）介入を行う研究 

研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コン 

セントを受けることを要しないが、文書によりインフォ 

ームド・コンセントを受けない場合には、第５項の規定 

による説明事項について口頭によりインフォームド・コ 

ンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた同意 

の内容に関する記録を作成しなければならない。 

（２）介入を行わない研究 

（ⅰ）人体から取得された試料を用いる研究 

研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コ 

ンセントを受けることを要しないが、文書によりイン 

フォームド・コンセントを受けない場合には、第５項 

の規定による説明事項について口頭によりインフォー 

ムド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに 

受けた同意の内容に関する記録を作成しなければなら 

ない。 

（ⅱ）人体から取得された試料を用いない研究 

①要配慮個人情報を取得して研究を実施しようとする

場合 

研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセント

を受けることを要しないが、インフォームド・コン

セントを受けない場合には、原則として研究対象者

等の適切な同意を受けなければならない。 

ただし、適切な同意を受けることが困難な場合であ

って、学術研究の用に供するときその他の研究に用

いられる情報を取得して研究を実施しようとするこ

とに特段の理由があるときは、当該研究の実施につ

いて、第６項第一号から第六号までの事項を研究対

象者等に通知し、又は公開し、研究が実施又は継続

されることについて、研究対象者等が拒否できる機

会を保障することによって、取得した要配慮個人情

報を利用することができる。 

 

②①以外の場合 

研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセント

を受けることを要しないが、インフォームド・コン

セントを受けない場合には、当該研究の実施につい

て、第６項第一号から第六号までの事項を研究対象

者等に通知し、又は公開し、研究が実施又は継続さ

れることについて、研究対象者等が拒否できる機会

を保障しなければならない（ただし、研究に用いら

れる情報（要配慮個人情報を除く。）を共同研究機関

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。）。 

なお、研究協力機関が、当該研究のために新たに試

料・情報を取得（侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴

う試料の取得は除く。）し、研究機関がその提供を

受ける場合についてのインフォームド・コンセント

は、研究者等が受けなければならない。また、研究

協力機関においては、当該インフォームド・コンセ

ントが適切に取得されたものであることについて確

認しなければならない。 

二 自らの病院等において保有している既存試料・情報を用い 

て研究を実施しようとする場合のインフォームド・コンセント 

研究者等は、それぞれ次のイ又はロの手続に従って研究を実 

施しなければならない。 

イ 人体から取得された試料を用いる研究 

研究者等は、必ずしも文書によりインフォームド・コンセ 

ントを受けることを要しないが、文書によりインフォーム 

ド・コンセントを受けない場合には、第５項の規定に 

よる説明事項について口頭によりインフォームド・コンセ 

ントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた同意の内容 

に関する記録を作成しなければならない。ただし、これら 

の手続を行うことが困難な場合であって次の（１）から 

（３）までのいずれかに該当するときには、当該手続を行 

うことなく、自らの病院等において保有している既存試 

料・情報を利用することができる。 

（１）当該既存試料・情報が匿名化されているもの（特定 

の個人を識別することができないものに限る。）であること。 

（２）当該既存試料・情報が（１）に該当しない場合であ

って、その取得時に当該研究における利用が明示されて

いない別の研究についての研究対象者等の同意のみが与

えられているときには、次に掲げる要件を満たしている

こと。 

（ⅰ）当該研究の実施について、第６項第一号から第四

号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して

いること。 

（ⅱ）その同意が当該研究の目的と相当の関連性がある

と合理的に認められること。 

（３）当該既存試料・情報が（１）又は（２）のいずれに

も該当しない場合であって、社会的に重要性の高い研究

に当該既存試料・情報が利用されるときにおいて、次に

掲げる要件の全てを満たしていること。 

（ⅰ）当該研究の実施について、第６項第一号から第六

号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して

いること。 

（ⅱ）研究が実施されることについて、原則として、研

究対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

ロ 人体から取得された試料を用いない研究 

研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを受け 

ることを要しないが、インフォームド・コンセントを受け 

ない場合には、次の（１）から（３）までのいずれかに該 

当していなければならない。 



（１）当該研究に用いられる情報が匿名化されているもの

（特定の個人を識別することができないものに限る。）で  

あること。 

（２）当該研究に用いられる情報が（１）に該当しない場

合であって、その取得時に当該研究における利用が明示

されていない別の研究についての研究対象者等の同意の

みが与えられているときには、次に掲げる要件を満たし

ていること。 

（ⅰ）当該研究の実施について、第６項第一号から第四

号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して

いること。 

（ⅱ）その同意が当該研究の目的と相当の関連性がある

と合理的に認められること。 

（３）当該既存試料・情報が（１）又は（２）のいずれに

も該当しない場合であって、学術研究の用に供するとき

その他の当該情報を用いて研究を実施しようとすること

に特段の理由があるときは、次に掲げる要件の全てを満

たしていること。 

（ⅰ）当該研究の実施について、第６項第一号から第六

号までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開して

いること。 

（ⅱ）研究が実施されることについて、原則として、研

究対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

三 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合の 

インフォームド・コンセント 

他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、必 

ずしも文書によりインフォームド・コンセントを受けること 

を要しないが、文書によりインフォームド・コンセントを受 

けない場合には、第５項の規定による説明事項（既存試料・ 

情報を提供する旨を含む。）について口頭によりインフォー 

ムド・コンセントを受け、説明の方法及び内容並びに受けた 

同意の内容に関する記録を作成しなければならない。ただ 

し、これらの手続を行うことが困難な場合であって次のイか 

らハまでのいずれかに該当するときは、当該手続を行うこと 

なく、既存試料・情報を提供することができる。 

イ 当該既存試料・情報が次に掲げるいずれかに該当してい 

ること。なお、既存試料・情報の提供を行う者が既存試 

料・情報の提供のみを行う場合は、倫理指針ガイダンスに 

掲載されている「他の研究機関への既存試料・情報の提供 

に関する届出書」を用いて、病院長へ報告すること。 

（１）匿名化されているもの（特定の個人を識別すること

ができないものに限る。）であること。 

（２）非識別加工情報であること。 

（３）学術研究の用に供するときその他の当該既存試料・

情報を提供することに特段の理由があり、かつ、第６項

第一号から第四号までの事項を研究対象者等に通知し、

又は公開している場合であって、匿名化されているもの

（どの研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別で

きないよう、加工又は管理されたものに限る。）であるこ

と。 

ロ 既存試料・情報がイに該当しない場合であって、学術研 

究の用に供するときその他の当該既存試料・情報を提供す 

ることに特段の理由があるときは、次に掲げる要件の全て 

を満たしていること。 

（１）当該研究の実施及び当該既存試料・情報の他の研究

機関への提供について第６項第一号から第六号までの事

項を研究対象者等に通知し、又は公開していること。 

（２）研究が実施されることについて、原則として、研究

対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

ハ 社会的に重要性の高い研究に用いられる既存試料・情

報が提供される場合であって、当該研究の方法及び内

容、研究に用いられる試料・情報の内容その他の理由に

よりイ及びロによることができないときには、第９項第

一号イからニまでの要件の全てに該当していなければな

らない。また、第９項第二号イからハまでのもののうち

適切な措置を講じなければならない。 

四 既存試料・情報の提供のみを行う者の手続 

既存試料・情報の提供のみを行う者は、第三号の手続に加え 

て、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 

イ 既存試料・情報の提供のみを行う者が所属する病院長 

は、適正に既存試料・情報を提供するために必要な体制及 

び規程を整備すること。 

ロ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、第三号イにより 

既存試料・情報の提供を行う場合、その提供について既存 

試料・情報の提供のみを行う病院長が把握できるようにす 

ること。 

ハ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、第三号ロ及びハ 

により既存試料・情報を提供しようとするときは、倫理審 

査委員会の意見を聴いた上で、既存試料・情報の提供のみ 

を行う許可を病院長より得ていること。 

五 第三号の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究 

を実施しようとする場合のインフォームド・コンセント 

第三号の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を 

実施しようとする場合、研究者等は、次のイ及びロの手続に 

従って研究を実施しなければならない。 

イ 研究者等は、次に掲げる全ての事項を確認すること。 

（１）当該試料・情報に関するインフォームド・コンセン

トの内容又は第三号の規定による当該試料・情報の提供

に当たって講じた措置の内容 

（２）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 

（３）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 

ロ 試料・情報の提供を受ける場合、次に掲げる要件を満た 

していること。 

（１）第三号イ(３)に該当することにより、既存試料・情

報の提供を受けて研究しようとする場合には、当該研究

の実施について、第６項第一号から第四号までの事項を

公開していること。 

（２）第三号ロに該当することにより、特定の個人を識別

することができる既存試料・情報の提供を受けて研究し

ようとする場合には、第６項第一号から第六号までの事

項を公開し、かつ研究が実施されることについて、原則

として、研究対象者等が同意を撤回できる機会を保障す

ること。 

（３）第三号ハに該当することにより、既存試料・情報の

提供を受けて研究しようとする場合には、第９項の規定

による適切な措置を講じること。 

六 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。）第１１ 

条第１項各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護 

委員会が定める国にある場合若しくは個人情報保護法施行規 

則第１１条の２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。ただし、適切な同意を受けることが困難な場合であっ 

て次のアからウ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。 



イ 当該試料・情報が次に掲げるいずれかに該当しているこ 

とについて及び試料・情報の提供を行う病院長が当該試 

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）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、第６項第一

号から第四号までの事項を研究対象者等に通知し、又は

公開している場合であって、匿名化されているもの（ど

の研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別できな

いよう、加工又は管理されたものに限る。）であること。 

ロ イに該当しない場合であって、学術研究の用に供すると 

きその他の当該試料・情報を提供することに特段の理由が 

あるときは、次に掲げる要件の全てを満たしていることに 

ついて倫理審査委員会の意見を聴いた上で、試料・情報の 

提供を行う病院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、第６項第一号から第六号までの事項

を研究対象者等に通知し、又は公開していること。 

（２）研究が実施されることについて、原則として、研究

対象者等が拒否できる機会を保障すること。 

ハ イ又はロのいずれにも該当しない場合であって、社会的 

に重要性の高い研究と認められるものであるときにおいて 

は、第９項第二号イからハまでのもののうち適切な措置を 

講じることについて倫理審査委員会の意見を聴いた上で、 

試料・情報の提供を行う病院長の許可を得ていること。 

２ 電磁的方法によるインフォームド・コンセント 

研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者は、次に掲げ 

る全ての事項に配慮した上で、第１項における文書によるイン 

フォームド・コンセントに代えて、電磁的方法によりインフォ 

ームド・コンセントを受けることができる。 

一 研究対象者等に対し、本人確認を適切に行うこと。 

二 研究対象者等が説明内容に関する質問をする機会を与え、 

かつ、当該質問に十分に答えること。 

三 インフォームド・コンセントを受けた後も第５項の規定に 

よる説明事項を含めた同意事項を容易に閲覧できるように 

し、特に研究対象者等が求める場合には文書を交付するこ 

と。 

３ 試料・情報の提供に関する記録 

一 試料・情報の提供を行う場合 

研究責任者又は試料・情報の提供のみを行う者は、当該試 

料・情報の提供に関する記録を作成し、当該記録に係る当該 

試料・情報の提供を行った日から３年を経過した日までの期 

間保管しなければならない。なお、研究協力機関において 

は、試料・情報の提供のみを行う者は、その提供について、 

当該研究協力機関の長が把握できるようにしなければならな 

い。 

二 試料・情報の提供を受ける場合 

他の研究機関等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。 

４ 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、原則として改めて第１項の規定に 

よるインフォームド・コンセントの手続等を行うこと。ただ 

し、倫理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した変更箇所 

については、この限りでない。 

５ 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、原則として次の各号に掲げるとおりとす 

る。ただし、倫理審査委員会の意見を受けて病院長が許可した 

事項については、この限りでない。 

 一 研究の名称及び当該研究の実施について病院長の許可を受

けている旨 

 二 病院等の名称及び研究責任者の氏名（多機関共同研究を実

施する場合には、共同研究機関の名称及び共同研究機関の研

究責任者の氏名を含む。） 

 三 研究の目的及び意義 

 四 研究の方法（研究対象者から取得された試料・情報の利用

目的及び取扱いを含む。）及び期間 

 五 研究対象者として選定された理由 

 六 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

 七 研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても

随時これを撤回できる旨（研究対象者等からの撤回の内容に

従った措置を講じることが困難となる場合があるときは、そ

の旨及びその理由を含む。） 

 八 研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意

を撤回することによって研究対象者等が不利益な取扱いを受

けない旨 

 九 研究に関する情報公開の方法 

 十 研究対象者等の求めに応じて、他の研究対象者等の個人情

報等の保護及び当該研究の独創性の確保に支障がない範囲内

で研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧で

きる旨並びにその入手又は閲覧の方法 

 十一 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、非

識別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。） 

 十二 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

 十三 研究の資金源等、病院等の研究に係る利益相反及び個人

の収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況 

十四 研究により得られた結果等の取扱い 

 十五 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応（遺

伝カウンセリングを含む。） 

 十六 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 

 十七 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、他

の治療方法等に関する事項 

 十八 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研

究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

 十九 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健

康被害に対する補償の有無及びその内容 

 二十 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対

象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究の

ために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性

がある場合には、その旨と同意を受ける時点において想定さ

れる内容 

 二十一 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入

を行うものの場合には、研究対象者の秘密が保全されること

を前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事す

る者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研

究対象者に関する試料・情報を閲覧する旨 

 二十二 当該研究への参加は任意であること 

 二十三 当該研究の成果により特許権等が生み出される可能性

があること及び特許権等が生み出された場合のその権利等の

帰属先 

６ 研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項 

第１項の規定において、研究対象者等に通知し、又は公開すべ 

き事項は以下のとおりとする。 

一 試料・情報の利用目的及び利用方法（他の機関へ提供さ 

れる場合はその方法を含む。） 



二 利用し、又は提供する試料・情報の項目 

三 利用する者の範囲 

四 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

五 研究対象者又はその代理人の求めに応じて、研究対象者が 

識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停 

止する旨 

六 第五号の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方 

 法 

７ 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すること。 

８ 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 

の各号に掲げる要件の全てに該当すると判断したときは、研究 

対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる。ただ 

し、当該研究を実施した場合には、速やかに、第５項の規定に 

よる説明事項を記載した文書又は電磁的方法によりインフォー 

ムド・コンセントの手続を行うこと。 

 一 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じているこ 

と。 

 二 介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が

期待できず、研究の実施により研究対象者の生命の危機が回

避できる可能性が十分にあると認められること。 

 三 研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが

必要最小限のものであること。 

 四 代諾者又は代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることが

できないこと。 

９ インフォームド・コンセントの手続等の簡略化については、

次の各号に掲げるとおりとする。 

一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者は、次に掲げ 

る要件の全てに該当する研究を実施しようとする場合には、 

病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、第 

１項及び第４項の規定による手続の一部を簡略化することが 

できる。 

イ 研究の実施に侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴わないこ 

と。 

ロ 同条第１項及び第４項の規定による手続を簡略化するこ 

とが、研究対象者の不利益とならないこと。 

ハ 第１項及び第４項の規定による手続を簡略化しなけれ 

ば、研究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく損 

ねること。 

ニ 社会的に重要性が高い研究と認められるものであるこ 

と。 

二 研究者等は、前号の規定により第１項及び第４項の規定に 

よる手続が簡略化される場合には、次に掲げるもののうち適 

切な措置を講じなければならない。 

イ 研究対象者等が含まれる集団に対し、試料・情報の収集 

及び利用の目的及び内容（方法を含む。）について広報す 

ること。 

ロ 研究対象者等に対し、速やかに、事後的説明（集団に対 

するものを含む。）を行うこと。 

ハ 長期間にわたって継続的に試料・情報が収集され、又は 

利用される場合には、社会に対し、その実情を当該試料・ 

情報の収集又は利用の目的及び方法を含めて広報し、社会 

に周知されるよう努めること。 

１０ 同意の撤回等 

研究者等は、研究対象者等から次の各号に掲げるいずれかに該 

当する同意の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当該 

撤回又は拒否の内容に従った措置を講じるとともに、その旨を 

当該研究対象者等に説明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 

とについて倫理審査委員会の意見を聴いた上で病院長が許可し 

たときは、この限りでない。この場合において、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。 

一 研究が実施又は継続されることに関して与えた同意の全部 

又は一部の撤回 

二 研究について通知され、又は公開された情報に基づく、当 

該研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対する拒 

否（第８条第１項第一号 ロ(１)（ⅱ）の拒否を含む。） 

三 第８項の規定によるインフォームド・コンセントの手続に 

おける、研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対 

する拒否 

四 代諾者が同意を与えた研究について、研究対象者からのイ 

ンフォームド・コンセントの手続における、当該研究が実施 

又は継続されることの全部又は一部に対する拒否 

１１ 研究対象者研究対象者が経済上又は医学上の理由等により

不利な立場にある場合には、特に当該研究対象者の自由意思の

確保に十分配慮しなければならない。 

 

（代諾者等からのインフォームド・コンセント） 

第８条 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場

合、代諾の要件等については、次の各号に定める事項を遵守す

ること。 

一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 

定による手続において代諾者等からインフォームド・コンセ 

ントを受ける場合には、次に掲げる要件がいずれも満たされ 

ていること。 

  イ 研究計画書に次に掲げる全ての事項が記載されているこ 

と。 

（１）代諾者等の選定方針 

（２）代諾者等への説明事項（ロ（１）又は（２）に該当

する者を研究対象者とする場合には、当該者を研究対象

者とすることが必要な理由を含む。） 

  ロ 研究対象者が次に掲げるいずれかに該当していること。 

（１）未成年者であること。ただし、研究対象者が中学校

等の課程を修了している又は１６歳以上の未成年者であ

り、かつ、研究を実施されることに関する十分な判断能

力を有すると判断される場合であって、次に掲げる全て

の事項が研究計画書に記載され、当該研究の実施につい

て倫理審査委員会の意見を聴いた上で病院長が許可した

ときは、代諾者ではなく当該研究対象者からインフォー

ムド・コンセントを受けるものとする。 

    （ⅰ）研究の実施に侵襲を伴わない旨 

    （ⅱ）研究の目的及び試料・情報の取扱いを含む研究の

実施についての情報を公開し、当該研究が実施又は

継続されることについて、研究対象者の親権者又は

未成年後見人が拒否できる機会を保障する旨 

（２）成年であって、インフォームド・コンセントを与え

る能力を欠くと客観的に判断される者であること。 

（３）死者であること。ただし、研究を実施されること

が、その生前における明示的な意思に反している場合を

除く。 

二 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、前条の規 

定による手続において 代諾者等からインフォームド・コン 

セントを受ける場合には、第一号イ（１）の選定方針に従っ 



て代諾者等を選定し、当該代諾者等に対して、前条第５項の 

規定によるほか第一号イ（２）の説明事項を説明しなければ 

ならない。 

三 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 

らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 

対象者が中学校等の課程を修了している又は１６歳以上の未 

成年者であり、かつ、研究を実施されることに関する十分な 

判断能力を有すると判断されるときには、当該研究対象者か 

らもインフォームド・コンセントを受けなければならない。 

２ インフォームド・アセントを得る場合の手続等については、 

次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

一 研究者等又は既存試料・情報の提供を行う者が、代諾者か 

らインフォームド・コンセントを受けた場合であって、研究 

対象者が研究を実施されることについて自らの意向を表する 

ことができると判断されるときには、インフォームド・アセ 

ントを 得るよう努めなければならない。ただし、前項第三 

号の規定により研究対象者からインフォームド・コンセント 

を受けるときは、この限りでない。 

二 研究責任者等は、第一号の規定によるインフォームド・ア 

セントの手続を行うことが予測される研究を実施しようとす 

る場合には、あらかじめ研究対象者への説明事項及び説明方 

法を研究計画書に記載しなければならない。 

三 研究者等及び既存試料・情報の提供を行う者は、第一号の 

規定によるインフォームド・ アセントの手続において、研 

究対象者が、研究が実施又は継続されることの全部又は一部 

に対する拒否の意向を表した場合には、その意向を尊重する 

よう努めなければならない。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。 

３ 第１項第一号イ（１）にある代諾者等の選定方針について

は、次の各号に従うものとする。 

一 研究責任者等は、研究対象者の家族構成や置かれている状 

況等を勘案して、以下に定める者の中から研究対象者の意思 

及び利益を代弁できると考えられる者を選定することを基本 

とし、研究計画書に記載すること。なお、研究対象者の家族 

構成や置かれている状況等とは、研究対象者と代諾者等の生 

活の実質や精神的共同関係からみて、研究対象者の最善の利 

益を図ることが可能な状況をいう。 

イ （研究対象者が未成年である場合）親権者又は未成年後 

見人 

ロ 研究対象者の配偶者、父母、兄弟姉妹、子・孫、祖父 

母、同居の親族又はそれら近親者に準ずると考えられる者 

（未成年者を除く。） 

ハ 研究対象者の代理人（代理権を付与された任意後見人を 

含む。） 

二 研究責任者等は、死亡した研究対象者の家族構成や置か 

れていた状況、慣習等を勘案して、死亡した研究対象者の 

配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖 

父母、同居の親族又はそれらの近親者に準ずると考えられ 

る者の中から研究対象者の生前の意思を代弁できると考え 

られる者を代諾者として選定することを基本とし、研究計 

画書に記載すること。 

 

（研究により得られた結果等の説明） 

第９条 研究により得られた結果等の説明に係る手続について

は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

一 研究責任者等は、実施しようとする研究及び当該研究に 

より得られる結果等の特性を踏まえ、当該研究により得ら 

れる結果等の研究対象者への説明方針を定め、研究計画書 

に記載しなければならない。当該方針を定める際には、次 

に掲げる事項について考慮する必要がある。 

イ 当該結果等が研究対象者の健康状態等を評価するための 

情報として、その精度や確実性が十分であるか 

ロ 当該結果等が研究対象者の健康等にとって重要な事実で 

あるか 

ハ 当該結果等の説明が研究業務の適正な実施に著しい支障 

を及ぼす可能性があるか 

二 研究者等は、研究対象者等からインフォームド・コンセ 

ントを受ける際には、第一号における研究により得られた 

結果等の説明に関する方針を説明し、理解を得なければな 

らない。その上で、研究対象者等が当該研究により得られ 

た結果等の説明を希望しない場合には、その意思を尊重し 

なければならない。ただし、研究者等は、研究対象者等が 

研究により得られた結果等の説明を希望していない場合で 

あっても、その結果等が研究対象者、研究対象者の血縁者 

等の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効 

な対処方法があるときは、研究責任者に報告しなければな 

らない。 

三 研究責任者等は、第二号の規定により報告を受けた場合に 

は、研究対象者等への説明に関して、説明の可否、方法及び 

内容について次の観点を含めて考慮し、倫理審査委員会の意 

見を求めなければならない。 

イ 研究対象者及び研究対象者の血縁者等の生命に及ぼす影 

 響 

ロ 有効な治療法の有無と研究対象者の健康状態 

ハ 研究対象者の血縁者等が同一の疾患等に罹患している可 

能性 

二 インフォームド・コンセントに際しての研究結果等の説 

明に関する内容 

四 研究者等は、第三号における倫理審査委員会の意見を踏ま 

え、研究対象者等に対し、十分な説明を行った上で、当該研 

究対象者等の意向を確認し、なお説明を希望しない場合に 

は、説明してはならない。 

五 研究者等は、研究対象者等の同意がない場合には、研究対 

象者の研究により得られた結果等を研究対象者等以外の人に 

対し、原則として説明してはならない。ただし、研究対象者 

の血縁者等が、研究により得られた結果等の説明を希望する 

場合であって、研究責任者等が、その説明を求める理由と必 

要性を踏まえ説明することの可否について倫理審査委員会の 

意見を聴いた上で、必要と判断したときはこの限りでない。 

２ 研究責任者等は、研究により得られた結果を取り扱う場合、 

その結果等の特性を踏まえ、医学的又は精神的な影響等を十分 

考慮し、研究対象者等が当該研究に係る相談を適宜行うことが 

できる体制を整備しなければならない。また、研究責任者等 

は、体制を整備する中で診療を担当する医師と緊密な連携を行 

うことが重要であり、遺伝情報を取り扱う場合にあっては、遺 

伝カウンセリングを実施する者や遺伝医療の専門家との連携が 

確保できるよう努めなければならない。 

 

（研究に係る適切な対応と報告） 

第１０条 研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保について 

は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

一 研究者等は、研究の倫理的妥当性又は科学的合理性を損な 

う又はそのおそれがある事実を知り、又は情報を得た場合 

（第二号に該当する場合を除く。）には、速やかに研究責任 

者に報告しなければならない。 

二 研究者等は、研究の実施の適正性又は研究結果の信頼を損 

なう又はそのおそれがある事実を知り、又は情報を得た場合 

には、速やかに研究責任者又は病院長に報告しなければなら 

ない。 

三 研究者等は、研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者 

等の人権を尊重する観点又は研究の実施上の観点から重大な 

懸念が生じた場合には、速やかに病院長及び研究責任者に報 



告しなければならない。 

 

（利益相反管理） 

第１１条 利益相反の管理については、次の各号に掲げる事項を

遵守すること。 

一 研究者等は、研究を実施するときは、個人の収益等、当該 

研究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究 

責任者に報告し、透明性を確保するよう適切に対応しなけれ 

ばならない。 

二 研究責任者等は、医薬品又は医療機器の有効性又は安全性 

に関する研究等、商業活動に関連し得る研究を実施する場合 

には、当該研究に係る利益相反に関する状況を把握し、研究 

計画書に記載しなければならない。 

三 研究者等は、第二号の規定により研究計画書に記載された 

利益相反に関する状況を、第７条に規定するインフォーム 

ド・コンセントを受ける手続において研究対象者等に説明し 

なければならない。 

 

（研究に係る試料及び情報等の保管） 

第１２条 研究責任者等は、研究に係る試料及び情報等を保管す 

る場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 研究者等は、研究に用いられる情報及び当該情報に係る資 

料（研究に用いられる試料・情報の提供に関する記録を含 

む。以下「情報等」という。）を正確なものにしなければな 

らない。 

二 研究責任者等は、人体から取得された試料及び情報等を保 

管するときは、第三号の規定よる手順書に基づき、研究計画 

書にその方法を記載するとともに、研究者等が情報等を正確 

なものにするよう指導・管理し、人体から取得された試料及 

び情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう必 

要な管理を行わなければならない。 

三 病院長は、人体から取得された試料及び情報等の保管に関 

する手順書を作成し、当該手順書に従って、当該病院等が実 

施する研究に係る人体から取得された試料及び情報等が適切 

に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。 

四 研究責任者は、第三号の規定による手順書に従って、第二 

号の規定による管理の状況について病院長へ報告しなければ 

ならない。 

五 病院長は、当該病院等の情報等について、可能な限り長期 

間保管されるよう努めなければならず、侵襲（軽微な侵襲を 

除く。）を伴う研究であって介入を行うものを実施する場合 

には、少なくとも、当該研究の終了について報告された日か 

ら５年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表につい 

て報告された日から３年を経過した日のいずれか遅い日まで 

の期間、適切に保管されるよう必要な監督を行わなければな 

らない。また、匿名化された情報について、当該病院等が対 

応表を保有する場合には、対応表の保管についても同様とす 

る。また、試料・情報の提供に関する記録について、試料・ 

情報を提供する場合は提供を日から３年を経過した日までの 

期間、試料・情報の提供を受ける場合は当該研究の終了につ 

いて報告された日から５年を経過した日までの期間、適切に 

保管されるよう必要な監督を行わなければならない。なお、 

試料・情報の提供に関する記録作成及び保管についての具体 

的な方法は、研究責任者等が研究計画書等により個別研究毎 

に決め、病院長に許可を得ること。 

六 病院長は、人体から取得された試料及び情報等を廃棄する 

場合には、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１３条 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究 

に係るモニタリング及び監査を実施する場合には、次の各号に 

掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 研究責任者等は、研究の信頼性の確保に努めなければなら 

ず、病院長の許可を受けた研究計画書に定めるところによ 

り、モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければな 

らない。 

二 研究責任者等は、病院長の許可を受けた研究計画書に定め 

るところにより適切にモニタリング及び監査が行われるよ 

う、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対し 

て必要な指導・管理を行わなければならない。 

三 研究責任者等は、監査の対象となる研究の実施に携わる者 

及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはな 

らない。 

四 モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を 

研究責任者等に報告しなければならない。また、監査に従事 

する者は、当該監査の結果を研究責任者等及び病院長に報告 

しなければならない。 

五 モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は、その 

業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 

その業務に従事しなくなった後も同様とする。 

六 病院長は、第一号の規定によるモニタリング及び監査の実 

施に協力するとともに、当該実施に必要な措置を講じなけれ 

ばならない 

 

（個人情報関係法令等） 

第１４条 個人情報の取扱いについては、独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。

以下「個人情報保護法」という。）並びに独立行政法人国立病

院機構の保有する個人情報の保護に関する規程（平成１７年規

程第４号）、独立行政法人国立病院機構の保有する個人情報の

開示等の手続に関する規程（平成１７年規程第５号）及び独立

行政法人国立病院機構個人情報管理要領（平成１７年要領第２

号）（以下これらを「個人情報保護関係規程等」という。）の定

めるところによる。ただし、個人情報保護法及び個人情報保護

関係規程等に定めのないものについては、倫理指針及び本手順

書に従うものとする。 

２ 個人情報等に係る基本的責務については研究者等及び病院長

は次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

一 研究者等及び病院長は、個人情報、非識別加工情報の取扱 

いに関しては個人情報保護法、個人情報保護関係規程等及び 

倫理指針を遵守しなければならない。 

二 研究者等及び病院長は、死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑 

み、死者について特定の個人を識別することができる情報に 

関しても、生存する個人に関するものと同様に、次項及び次 

条の規定により適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講じ 

なければならず、また、第１６条の規定に準じて適切に対応 

し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

３ 適正な取得等については、次の各号に掲げる事項を遵守する 

こと。 

一 研究者等は、研究の実施に当たって、偽りその他不正の手 

段により個人情報等を取得してはならない。 

二 研究者等は、原則としてあらかじめ研究対象者等から同意 

を受けている範囲を超えて、研究の実施に伴って取得された 

個人情報等を取り扱ってはならない。 

 

 （安全管理） 

第１５条 個人情報の適正な取り扱いについては、次の各号に掲

げる事項を遵守すること。 

一 研究者等は、研究の実施に伴って取得された個人情報等で 

あって当該研究者等の所属する病院等が保有しているもの 

（委託して保管する場合を含む。以下「保有する個人情報 

等」という。）について、漏えい、滅失又はき損の防止その 



他の安全管理のため、適切に取り扱わなければならない。 

二 研究責任者等は、研究の実施に際して、保有する個人情報 

等が適切に取り扱われるよう、病院長と協力しつつ、当該情 

報を取り扱う他の研究者等に対して、必要な指導・管理を行 

わなければならない。 

２ 安全管理のための体制整備、監督等については次の各号に掲

げる事項を遵守すること。 

一 病院長は、保有する個人情報等の漏えい、滅失又はき損の 

防止その他保有する個人情報等の安全管理のため、必要かつ 

適切な措置を講じなければならない。 

二 病院長は、当該病院等において研究の実施に携わる研究者 

等に保有する個人情報等を取り扱わせようとする場合には、 

その安全管理に必要な体制及び規程を整備するとともに、研 

究者等に対して、保有する個人情報等の安全管理が図られる 

よう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

 （個人情報の開示） 

第１６条 保有する個人情報の開示等については、次の各号に掲

げる事項を遵守すること。 

一 病院長は、研究対象者等に係る個人情報に関し、第７条の 

規定により、研究対象者等に説明し、又は個人情報の取扱い 

を含む研究の実施についての情報を研究対象者等に通知し、 

若しくは公開している場合を除き、研究の実施に伴って取得 

された個人情報であって当該病院等が保有しているもの（委 

託して保管する場合を含む。以下「保有する個人情報」とい 

う。）に関し、次に掲げる事項について、当該個人情報によ 

って識別される特定の個人（以下「本人」という。）又はそ 

の代理人が容易に知り得る状態（本人又はその代理人（以下 

「本人等」という。）の求めに応じて遅滞なく回答する場合 

を含む。以下同じ。）に置かなければならない。 

  イ 病院等の名称及び病院長の氏名 

  ロ 保有する個人情報の利用目的について、研究に用いられ 

る情報にあっては研究に用いられる旨（他の研究機関へ提 

供される場合には、その旨を含む。）、研究に用いられる情 

報でないものにあってはその用途 

  ハ 第二号又は次項第一号、第二号、第三号、若しくは第四 

号の規定による求め（以下「開示等の求め」という。）に 

応じる手続（次号の規定により手数料の額を定めた場合に 

は、その手数料の額を含む。） 

  ニ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口 

二 病院長は、本人等から、保有する個人情報のうちその本人 

を識別することができるものについて、その利用目的の通知 

を求められた場合には、その求めをした本人等（以下「請求 

者」という。）に対し、遅滞なく、これを通知しなければな 

らない。この場合、病院長は、その措置の実施に関し、実費 

を勘案して合理的と認められる範囲内で手数料を徴収するこ 

とができる。 

三 第一号ロ及び第二号の規定は、次に掲げるいずれかに該当 

する場合には適用しない。 

  イ 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 

対して通知することにより、研究対象者等又は第三者の生 

命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場 

合 

  ロ 利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に 

対して通知することにより、当該病院等の権利又は正当な 

利益を害するおそれがある場合 

四 病院長は、第二号の規定による利用目的の通知について、 

第三号の規定により通知しない旨の決定をした場合には、請 

求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

また、病院長は、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。 

２ 病院長は、次の各号に掲げる場合には、個人情報保護法及び

個人情報保護関係規程等に従い対応しなければならない。 

一 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 

ことができるものについて、開示（保有する個人情報にその 

本人が識別されるものが存在しない場合に、その旨を通知す 

ることを含む。以下同じ。）を求められた場合 

二 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 

ことができるものについて、その内容が事実でないという理 

由により、当該内容の訂正、追加又は削除を求められた場合 

三 本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別する 

ことができるものについて、第１４条第３項第一号の規定に 

反して取得されたものであるという理由又は同第二号の規定 

に反して取り扱われているという理由により、該当する個人 

情報の利用の停止又は消去を求められた場合 

四 本人等から、特定の個人を識別することができる試料・情 

報が第７条の規定に反して他の研究機関（共同研究機関を含 

む。以下同じ。）に提供されているという理由によって、当該 

試料・情報の他の研究機関への提供の停止を求められた場合 

 

（改正） 

第１７条 本手順書の改正を必要とする場合には、倫理審査委員

会で審議し、病院長が改正を行う。 

 

  附 則 

 

（施行期日） 

本手順書は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

本手順書は、令和 元年 ７月 １日から施行する。 

本手順書は、令和 ３年 ６月３０日から施行する。 

 

 

注１：非識別加工情報 

①「非識別加工情報」と「匿名化された情報」の違いについて 

「非識別加工情報」は「独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律」に定める非識別加工基準を満たすように、個人

情報を加工したものである。一方「匿名化された情報」は倫理指

針の規定に沿って特定の個人を識別することができる記述等の全

部又は一部を削除したもの（特定の個人を識別することができる

もの又はできないものが含まれ得る）である。 

②「非識別加工情報」と「匿名加工情報」の違いについて 

「非識別加工情報」は「独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律」に定義されたものであり、「匿名加工情報」は「個人

情報の保護に関する法律」に定義されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

学会認定研修施設の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 日本内科学会内科領域連携施設 
■ 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 

 

武漢に端を発し 2019 年 12 月に始まったとされる COVID-19 pandemic が 3 年目に突入しまし

たが、2021 年度はデルタ株の第 5 波・オミクロン株の 6 波と爆発的に感染者が増加し対応に追わ

れた 1 年となり、この波状攻撃がいつ収束するか分からない暗澹たる思いを皆が抱える状況のな

か、気が付けば研究業績年報発刊の時期を迎えました。 
 
  学会・研究会・会議の開催自体が中止されていた時期から完全 Web 開催に移行し、昨今はハイ

ブリッド方式での開催がちらほらと増え始めており、平時の学術活動を徐々に取り戻しつつありま

すが依然として大きな制限があることは間違いありません。そんな状況下にあっても、英文 12 編、

和文 11 編と多くの優れた論文が発表され、また、数多くの学会・研究会での発表が行われました。

皆様の粉骨砕身の取り組みに心から敬意を表します。 
人類が一つの新しい疾患により窮地に追い込まれ、果敢に立ち向かい克服しようとしている（必

ずや克服する）正に歴史的瞬間を我々は生きています。臨床から得られる知見を深め、原著論文や

症例報告によりその英知を広く共有していくことがより強く求められる時代とも言えます。当院の

弛むことのない臨床研究への真摯な取り組みが、より良い医療提供への糧となっていくことを信じ

て止みません。 
 

最後に、業績集編集のために多大なるご尽力をいただいた、近藤ひな子女史に深謝申し上げます。 
 

2022 年 7 月 
臨床研究部長 
大野 拓郎 
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