
 

 

名古屋第二赤十字病院 治験業務手順書等 変更点一覧 2019.12.1 

■治験に係る業務手順書 

変更箇所 変更前（2018年年 4月 1日） 変更後（2019年 12月 1日） 

治験の原則 1.治験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則及びＧＣＰ省

令に定める基準並びに関係諸通知を遵守して行う。 

1.治験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則及び「医薬品の

臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生省令第２８号、平

成９年３月２７日及びその後の改正を含む。)、医療機器の臨

床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省令第 36号、平

成 17年 3月 23日及びその後の改正を含む。)、「再生医療等製

品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（厚生労働省令第 89

号、平成 26年 7月 30日及びその後の改正を含む。），その他関

連法規及び関連通知等を遵守して行わなければならない。 

治験の原則 4.治験薬に関して、その治験の実施を支持するのに十分な非

臨床試験及び臨床試験に関する情報が得られていなければ

ならない。 

4.治験薬、治験機器若しくは治験製品(以下「治験薬等」という。)

に関して、その治験の実施を支持するのに十分な非臨床試験

及び臨床試験に関する情報が得られていなければならない。 

治験の原則 12.治験薬の製造、取扱い、保管及び管理は、医薬品の製造

管理及び品質管理に関する基準（ＧＭＰ）に準拠して行う

ものとする。治験薬は治験・臨床研究審査委員会が事前に

承認した治験実施計画書を遵守して使用するものとする。 

12. 治験薬の製造、取扱い、保管及び管理は、医薬品の製造管

理及び品質管理に関する基準（ＧＭＰ）に準拠して行うもの

とする。治験薬は治験・臨床研究審査委員会が事前に承認し

た治験実施計画書を遵守して使用するものとする。 

 治験機器及び治験製品の製造、取扱い、保管及び管理は、適

切な製造管理及び品質管理のもとで行うものとする。治験機

器及び治験製品は治験・臨床研究審査委員会が事前に承認し

た治験実施計画書を遵守して使用するものとする。 

第 1条 

1 項 

本手順書は、名古屋第二赤十字病院（以下「病院」という。）

で実施される医薬品の臨床試験（以下「治験」という。）に

ついて、平成９年厚生省令第２８号「医薬品の臨床試験の実

本手順書は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

(厚生省令第 28号、平成 9年 3月 27日及びその後の改正を

含む。)、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」



 

 

施の基準に関する省令」（その都度改正されるものを含む、

以下「ＧＣＰ省令等」という）及び関連通知等に基づいて、

治験の実施に必要な手続きと運営に関する必要な手順を定

め、その治験が倫理的な配慮のもとに科学的に安全でかつ適

正に実施されることを目的とする。 

(厚生労働省令第 36号，平成 17年 3月 23日及びその後の改

正を含む。)、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関

する省令」（厚生労働省令第 89号，平成 26年 7月 30日及び

その後の改正を含む。）、その他関連法規及び関連通知等(以

下「ＧＣＰ省令等」という。)に基づいて、治験の実施に必

要な手続きと運営に関する必要な手順を定め、その治験が倫

理的な配慮のもとに科学的に安全でかつ適正に実施される

ことを目的とする。 

第 1条 

4 項 

医療機器の治験を行う場合には、平成１７年厚生省令第１０

６号「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（そ

の都度改正されるものも含む）を適用する。本規則を準用す

る場合には、「医薬品」を「医療機器」、「治験薬」を「治験

機器」、「副作用」を「不具合」に適宜読み替えるものとする。 

医療機器の治験を行う場合に本手順書を準用する場合には、

「医薬品」を「医療機器」、「治験薬」を「治験機器」、「副作

用」を「不具合」に適宜読み替えるものとする。 

第 1条 

5 項 

（記載なし） 再生医療等製品の治験を行う場合に本手順書を準用する場

合には、「医薬品」を「再生医療等製品」、「治験薬」を「治

験製品」、「副作用」を「不具合」に適宜読み替えるものとす

る。 

該当箇所 ＧＣＰ省令 ＧＣＰ省令等 

第 2条 

3 項 

院長は治験薬を保管・管理させるため、治験薬管理者を指名

する。 

院長は治験薬等を保管・管理させるため、治験薬等の管理者

を指名する。 

第 10条 

1 項 

院長は、治験責任医師より重篤な有害事象に関する報告書

（書式１２－１、１２－２又は（医）書式１２－１、１２－

２）があった場合は、治験の継続の可否について、治験・臨

床研究審査委員会の意見を求め、それに基づく院長の指示、

決定を治験審査結果通知書（書式５又は（医）書式５）によ

り、治験責任医師及び治験依頼者に通知するものとする｡ 

院長は、治験責任医師より重篤な有害事象に関する報告書

（書式１２又は（医）書式１２、及び詳細記載用書式）が提

出された場合は、治験の継続の可否について、治験・臨床研

究審査委員会の意見を求め、それに基づく院長の指示、決定

を治験審査結果通知書（書式５又は（医）書式５）により、

治験責任医師及び治験依頼者に通知するものとする｡ 



 

 

第 10条 

2 項 

院長は、実施中の医療機器治験について、治験責任医師より

重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（書式１４又は

（医）書式１４）があった場合は、治験の継続の可否につい

て、治験・臨床研究審査委員会の意見を求め、それに基づく

院長の指示、決定を治験審査結果通知書（書式５又は（医）

書式５）により、治験責任医師及び治験依頼者に通知するも

のとする｡ 

院長は、治験責任医師より重篤な有害事象及び不具合に関す

る報告書（書式１４、１９又は（医）書式１４、及び詳細記

載用書式）が提出された場合は、治験の継続の可否について、

治験・臨床研究審査委員会の意見を求め、それに基づく院長

の指示、決定を治験審査結果通知書（書式５又は（医）書式

５）により、治験責任医師及び治験依頼者に通知するものと

する｡ 

第 10条 

3 項 

治験責任医師は製造販売後臨床試験で、有害事象を認めた場

合、有害事象に関する報告書（書式１３－１、１３－２）又

は有害事象及び不具合に関する報告書（書式１５）を作成し

治験依頼者に報告するものとする｡ 

院長は、製造販売後臨床試験において治験責任医師より、重

篤な有害事象に関する報告書（書式１３、及び詳細記載用書

式）又は重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（書式１

５又は書式２０、及び詳細記載用書式）が提出された場合は、

製造販売後臨床試験の継続の可否について、治験・臨床研究

審査委員会の意見を求め、それに基づく院長の指示、決定を

治験審査結果通知書（書式５）により、治験責任医師及び治

験依頼者に通知するものとする｡ 

第 15条 

1 項(2) 

治験責任医師は、薬事法第１４条第３項及び第８０条の２に

規定する基準並びにＧＣＰ省令を熟知し、これを遵守する者

であること。また、製造販売後臨床試験責任医師にあっては、

薬事法第１４条の４第４項、第１４条の５第４項及び第１９

条の５に規定する基準並びにＧＰＳＰ省令を熟知し、これを

遵守する者であること。 

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ＧＣＰ省令等を熟知し、これを遵守

する者であること。また、製造販売後臨床試験責任医師にあ

っては、第１４条の４第４項、第１４条の５第４項及び第１

９条の５に規定する基準並びにＧＰＳＰ省令を熟知し、これ

を遵守する者であること。 

第 15条 

1 項(3) 

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ＧＣＰ省令第１６条第７項

に規定する治験依頼者から提供される文書に記載されてい

る治験薬の適切な使用方法に十分精通している者であるこ

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

新の治験薬概要書若しくは治験製品概要書、製品情報及びそ

の他の治験薬等に関する文書に記載されている治験薬等の

適切な使用方法に十分精通している者であること。 



 

 

と。 

第 18条 

1 項(4)① 

治験責任医師は、治験実施計画書及び症例報告書の見本につ

いて治験依頼者と合意する前に、治験依頼者から提供される

治験実施計画書案、症例報告書の見本及び最新の治験薬概要

書若しくは治験機器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なければならない｡ 

治験責任医師は、治験実施計画書及び症例報告書の見本につ

いて治験依頼者と合意する前に、治験依頼者から提供される

治験実施計画書案、症例報告書の見本及び最新の治験薬概要

書、治験機器概要書、若しくは治験製品概要書、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な

ければならない｡ 

第 18条 

1 項(11)② 

治験責任医師は、全ての重篤な有害事象又は副作用につい

て、治験依頼者、院長に速やかに文書（書式１２－１，２又

は（医）書式１２－１，２及び書式１３－１，２）により報

告しなければならない｡ 

治験責任医師は、全ての重篤な有害事象、副作用又は不具合

について、治験依頼者、院長に速やかに重篤な有害事象に関

する報告書（書式１２、（医）書式１２又は書式１３、及び

詳細記載用書式）又は重篤な有害事象及び不具合に関する報

告書（書式１４、書式１５、書式１９、書式２０、及び詳細

記載用書式）により報告しなければならない｡ 

第 19条 

1 項 

治験薬および治験機器（以下「治験薬等」という）の管理責

任は、院長が負うものとする。 

治験薬等の管理責任は、院長が負うものとする。 

第 19条 

2 項 

院長は、治験薬等を適切に保管、管理させるため、薬剤部長

を治験薬管理者、治験責任医師を治験機器管理者とし、当院

で実施される治験薬等を保管、管理させるものとする。治験

薬管理者及び治験機器管理者は必要に応じて治験薬管理実

務担当者及び治験機器管理実務担当者を指名し、治験薬等の

保管、管理を行わせることができる。 

院長は、治験薬等を適切に保管、管理させるため、薬剤部長

を治験薬管理者及び治験製品管理者、治験責任医師を治験機

器管理者とし、当院で実施される治験薬等を保管、管理させ

るものとする。治験薬管理者、治験製品管理者及び治験機器

管理者は必要に応じて治験薬管理実務担当者、治験製品管理

実務担当者及び治験機器管理実務担当者を指名し、治験薬等

の保管、管理を行わせることができる。 

第 19条 

3 項 

治験薬管理者及び治験機器管理者は、治験依頼者（又は自ら

治験を実施する者）が作成した治験薬等の取扱い及び保管、

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

治験薬管理者、治験製品管理者及び治験機器管理者は、治験

依頼者（又は自ら治験を実施する者）が作成した治験薬等の

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



 

 

手順書に従って、またＧＣＰ省令等を遵守して適正に治験薬

等を保管、管理しなければならない。 

き指示を記載した手順書に従って、またＧＣＰ省令等を遵守

して適正に治験薬等を保管、管理しなければならない。 

第 19条 

4 項 

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。払い出しに

関しては自らの管理の下に薬剤部薬剤師に行わせること

ができる。 

(3)治験薬管理表及び治験薬投与記録を作成し、治験薬の

使用状況及び治験進捗状況を把握する。 

(4)被験者からの未服用治験薬の返却記録を作成する。 

(5)未使用治験薬（被験者からの未服用返却治験薬、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項の治験依頼者及び自ら治験を実施する

者が作成した手順書に従う。 

治験薬管理者及び治験製品管理者は次の業務を行う。 

(1)治験依頼者からの治験薬及び治験製品の受領に関するこ

と。 

(2)治験薬及び治験製品の保管、管理及び払い出しに関する

こと。払い出しに関しては自らの管理の下に薬剤部薬剤師に

行わせることができる。 

(3)治験薬及び治験製品の管理表及び投与記録を作成し、治

験薬及び治験製品の使用状況及び治験進捗状況を把握する

こと。 

(4)被験者からの未服用治験薬及び治験製品の返却記録を作

成すること。 

(5)未使用治験薬及び治験製品（被験者からの未服用返却治

験薬及び治験製品、使用期限切れ治験薬及び治験製品及び欠

陥品を含む）の治験依頼者への返却に関すること。 

(6)その他、第３項の治験依頼者（又は自ら治験を実施する

者）が作成した手順書に定められたこと 

第 19条 

5 項 

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｡ 

治験薬管理者及び治験製品管理者は治験実施計画書に規定

された量の治験薬及び治験製品が被験者に投与されている

ことを確認する｡ 

第 19条 

6 項(6) 

その他、第３項の治験依頼者及び自ら治験を実施する者が作

成した手順書に定められたこと。 

その他、第３項の治験依頼者（又は自ら治験を実施する者）

が作成した手順書に定められたこと。 

 



 

 

■治験・臨床研究審査委員会における治験等の審査に係る業務手順書 

変更箇所 変更前（2018年 4月 1日） 変更後（2019年 12月 1日） 

第 1条 

1 項 

本手順書は、名古屋第二赤十字病院（以下「病院」という。）

で実施される医薬品の臨床試験（以下「治験」という。）に

ついて、平成９年厚生省令第２８号「医薬品の臨床試験の実

施の基準に関する省令」（その都度改正されるものを含む、

以下「ＧＣＰ省令等」という。）及び関連通知等に基づいて、

病院における治験・臨床研究審査委員会（以下「委員会」と

いう。）の運営に関する必要な手順を定め、その治験が倫理

的な配慮のもとに科学的に安全でかつ適正に実施されるこ

とを目的とする。 

本手順書は、名古屋第二赤十字病院（以下「病院」という。）

で実施される医薬品の臨床試験（以下「治験」という。）につ

いて、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生省

令第 28号，平成 9年 3月 27日及びその後の改正を含む。)，

「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働

省令第 36号，平成 17年 3月 23日及びその後の改正を含む。)，

「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（厚

生労働省令第 89号，平成 26年 7月 30日及びその後の改正を

含む。），その他関連法規及び関連通知等(以下「ＧＣＰ省令等」

という。)に基づいて、治験・臨床研究審査委員会（以下「委

員会」という。）の運営に関する必要な手順を定め、その治験

が倫理的な配慮のもとに科学的に安全でかつ適正に実施され

ることを目的とする。 

第 1条 

2 項 

本手順書は、医薬品の製造販売承認申請（承認事項の一部変

更承認申請を含む。）の際に提出すべき資料の収集のために

行われる治験に対して適用する。 

本手順書は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下

「医薬品等」という。)の製造販売承認申請（承認事項の一部

変更承認申請を含む。）の際に提出すべき資料の収集のために

行われる治験に対して適用する。 

第 1条 

4 項 

医療機器の治験を行う場合には、平成１７年厚生労働省令第

３６号「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（そ

の都度改正されるものも含む）を適用する。本規則を準用す

る場合には、「医薬品」を「医療機器」、「治験薬」を「治験

機器」、「副作用」を「不具合」に適宜読み替えるものとする。 

医療機器の治験を行う場合に本手順書を準用する場合には、

「医薬品」を「医療機器」、「治験薬」を「治験機器」、「副作用」

を「不具合」に適宜読み替えるものとする。 

第 1条 

5 項 

 再生医療等製品の治験を行う場合に本手順書を準用する場合

には、「医薬品」を「再生医療等製品」、「治験薬」を「治験製



 

 

品」、「副作用」を「不具合」に適宜読み替えるものとする。 

該当箇所 ＧＣＰ省令 ＧＣＰ省令等 

第 6条 

2 項 

注：当該治験に関与する委員を除いた委員数に対して３分の

２以上 

注：当該治験に関与する委員を除いた委員数に対して３分

の２、且つ５名以上 

第 8条 

2 項（1）② 

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その最新の履歴書等により検討する

こと 

②治験責任医師が当該治験を実施する上で適格であるか否

かをその最新の履歴書等により検討すること 

第 8条 

2 項（2）④ 

 ④審査の対象となる文書のあらゆる変更の妥当性 

（以降、番号繰り下げ） 

第 8条 

2 項（2）④ 

④治験実施中に当院で発生した重篤な有害事象について

検討し、当該治験の継続の可否を審査すること  

注）重大な情報には、以下のものが含まれる 

・他施設で発生した重篤で予測できない副作用等 

・重篤な副作用又は治験薬及び製造販売医薬品の使用に

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 

・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製造販売医薬品の使用に

よる感染症によるもの 

・副作用もしくは治験薬及び製造販売医薬品の使用によ

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治験実施中に当院で発生した重篤な有害事象について検

討し、当該治験の継続の可否を審査すること  

注）重大な情報には、以下のものが含まれる 

・他施設で発生した重篤で予測できない副作用等 

・重篤な副作用又は治験薬、治験機器、治験製品及び製造

販  売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又は治験製品概要書か

ら予測できないもの 

・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、治験機器、治験製品及び製造販

売医薬品の使用による感染症によるもの 

・副作用もしくは治験薬、治験機器、治験製品及び製造販

売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 



 

 

第 10条 

2 項 

委員会において保存する文書は以下のものである。 

(1)本手順書  

(2)委員名簿（各委員の資格を含む）  

(3)提出された文書（審査の対象としたあらゆる資料を含

む）  

(4)審査等の記録（議事録、審査及び採決に参加した委員

名簿を含む）及びその概要 

(5)治験に関し院長に提出された文書及び院長が通知し

た文書の写し  

（6）書簡等の記録 

(7)その他必要と認めたもの 

委員会において保存する文書は以下のものである。 

(1)本手順書  

(2)委員名簿並びに会議の議事録及び概要 

(3)ＧＣＰ省令第３２条第１項に掲げる資料 

(4)ＧＣＰ省令第４０条第１項から第４項に掲げる文書等 

(5)その他必要と認めたもの 

 


