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モニタリング及び監査の実施要領 

 

平成２７年９月８日 

最終改正 平成３１年４月１日 

 

１．基本的考え方 

 

「モニタリングと監査」は、人を対象とする研究における倫理性と信頼性を確保するた

めの仕組みである。「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年文部科学

省・厚生労働省告示第３号）（以下、「倫理指針」という）では、倫理指針の定義による

「侵襲」（軽微な侵襲を除く）及び「介入」のある研究において、モニタリング及び必要

に応じて監査を実施することを義務づけている。これに対応して、国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構量子医学・医療部門（以下、「部門」という）では、倫理指針の内

容を、「人を対象とする研究に関する倫理規則」及び「人を対象とする研究に関する標準

業務手順書」（以下「標準業務手順書」）として定めている。このため、モニタリング及び

必要に応じて監査を実施する義務についても、倫理指針と同様であるが、「侵襲」（軽微

な侵襲を除く）及び「介入」のある研究に該当しない場合であっても、研究対象者の人権

の保護と安全性の確保、試験結果の信頼性の確保のため、研究責任者の自主的な判断に基

づき、モニタリング及び必要に応じて監査を実施することが望まれる。実施方法について

は、研究のリスクの程度や規模、研究結果の予想される影響力、探索的な段階か保険診療

や薬事承認を目指す検証的段階か、等の別に応じて調整することが適切である。 

モニタリングと監査の実施体制、実施手順は、各研究責任者が機関内の職員を指名する、

共同研究契約等に基づき他の研究機関の職員を指名する、または委託契約等に基づき外部

委託等を行う、など様々な形態が考えられるが、実施体制、実施手順の概要を研究計画書ま

たはそれに添付する手順書に記載し、倫理審査委員会の審査対象とする必要がある。これら

の文書作成、モニタリングと監査の実施をより円滑に行うことができるようにするため、モ

ニタリングと監査の実施に必要な用語をここで定義するとともに、倫理指針に沿った研究

計画書への記載方法、手順書等の文例を、ここに示すこととした。 

今回示す文例は、倫理指針への適合性を確保するための基本的な事項、研究類型により大

きく異なることのない一般的事項を中心としている。このため、研究内容によって必要とさ

れる場合には、技術的事項や倫理・規制関連事項の手順書、チェックシート等を、研究責任

者の自主的判断により、追加的に作成することが適切である。 
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２．用語の定義 

 

用語の定義は、倫理指針に従うものとする。倫理指針に記載のない用語、記載はあっても

定義されていない用語を、以下のように定義する。 

 なお、「モニタリング」「監査」については、倫理指針の定義を以下に記載した上、「モニ

タリング」については、「実地モニタリング」「中央モニタリング」の定義を加えている。 

 

（１）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この

指針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。 

なお、実施施設を訪問して実地で直接閲覧を行うことによるモニタリングを「実地モニ

タリング」（または「オンサイトモニタリング」）、施設訪問を行わず実地を離れて電子シ

ステムや質問紙票方式で行うモニタリングを「中央モニタリング」（または「セントラル

モニタリング」「オフサイトモニタリング」）という。 

 

（２） 監査 

研究結果の信頼性を確保するため、研究がこの指針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。 

 

（３）原資料 

研究対象者に関する診療録、薬剤投与記録、検査記録、画像データなどの生データのこ

とであり、モニタリング、監査、その他必要に応じて行われる調査において直接閲覧の対

象となる。 

通常の診療録を超える範囲の情報を、研究を目的として研究対象者より収集する場合、

または、特別な理由があって、生データ以外の資料を原資料として扱う必要がある場合に

は、計画書または手順書等において定義し、信頼性確保のための方法を明確にする。 

一方、予定外の手順・形式で得られた情報を原資料とする場合には、記録を行った者の氏

名、日付、必要に応じて入手の経緯を、記録しておく。 

原資料を修正する必要が生じた場合には、修正を行った者の氏名、日付、理由を記録して

おく。 

 

（４）症例報告書（case report form：CRF）  

原資料のデータ及びそれに対する研究者等の評価を研究対象者ごとに記載した文書。研

究計画書に基づき、分析の対象とする情報を記録する。症例報告書に記載する項目は、症

例報告書の見本または様式を倫理審査委員会の審査資料に添付するか、または、研究計画
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書から読み取れるようにしておくことが望ましい。  

症例報告書は、原則として症例ごとに作成するが、複数の症例の情報を表形式で集計した

ものであっても、研究対象者ごとにデータを把握することができるものであれば、表形式の

データを症例報告書と称する場合もある。 

症例報告書の修正においては、修正を行った者の氏名、日付、理由を記録しておく。 

 

（５）解析データセット 

 研究目的に沿った解析を行うための情報の集合で、多くは、行と列に配列され表形式にな

ったもので、データベースのテーブルに相当するものであるが、異なる形式である場合もあ

る。必要に応じて、画像データ、試料等と関連付けられている。 

 

（６）直接閲覧 

 資料の内容を直接目視で確認する作業。 

 

（７）Source Data Verification：SDV 

直接閲覧によって、原資料、症例報告書、解析データセット等の、それぞれについて、ま

た相互の照合により、誤記、整合性、規制適合性等の確認を行う。結果はモニタリング・監

査の報告書に記載し、研究責任者に報告される。 

SDV を全例について行う場合の方法を「全例 SDV」、全例について行わず、事前に定め

た合理的な論拠に従ってサンプリングして行う方法を「サンプリング SDV」という。 

 

（８）リスクベースド・アプローチ 

 リスク要因を、頻度・重篤度等の観点から分析・特定し、低リスク事象よりも高リスク事

象にリソースを集中させる考え方。モニタリング・監査を、オンサイト、オフサイト、全例、

サンプリングの各方法をいかなる組み合わせで行うかについて、リスクベースド・アプロー

チにより検討する。 

 

３．実施手順に関する考え方 

 

モニタリングと監査の実施手順については、標準業務手順書に示したところであるが、

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」ガイダンス（平成 27年 2月 9日、以後の

改正を含み、以下「倫理指針ガイダンス」）を踏まえて、以下の（１）～（６）の標準業務

手順書の記載事項に対する倫理指針ガイダンスによる追加的な考え方を、以下に示す。 

 

（１）＜倫理指針・標準業務手順書＞研究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければ

ならず、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
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には、研究機関の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すること。 

＜倫理指針ガイダンス＞ 

・監査の必要性については、研究の社会的及び学術的な意義、研究対象者への負担並びに予測されるリ

スク及び利益等を踏まえ、研究の質や透明性の確保等の観点から総合的に評価し、一義的には研究計画

書の作成に際して研究責任者が判断し、その判断の妥当性を含めて倫理審査委員会の審査を受ける。 

・研究計画書に定めるべき実施体制及び実施手順に関する事項は以下のとおりである。 

モニタリング及び監査に従事する担当者 

当該業務を委託する場合には、その委託先等 

・研究責任者はモニタリングに関する手順書、監査に関する手順書を作成することで実施手順について

はこれに替えることができる。当該手順書も研究計画書と同様に、倫理審査委員会への付議等の手続を

行う。 

 

（２）＜倫理指針・標準業務手順書＞研究責任者は、研究機関の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。 

＜倫理指針ガイダンス＞ 

・モニタリングの手法については、画一的なものではなく個々の研究の目的や性質等によって、適切か

つ効率的に行われることが求められる。例えば、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が、一義的には研究責任者が作成する研

究計画書にその実施体制及び実施手順が記載され、その妥当性を含めて倫理審査委員会の審査を受ける

必要がある。 

・研究責任者はモニタリング方法の他に、以下について研究計画書又は倫理審査委員会の審議対象とな

る手順書に定める必要がある。 

モニタリングに従事する者の責務 

評価項目 

範囲及び実施方法 

・研究責任者はモニタリングに従事する者及び監査に従事する者について、研究に関する倫理並びにモ

ニタリング、監査の実施に必要な知識等を有している者を指定することが適当である。 

 

（３）＜倫理指針・標準業務手順書＞研究責任者は、監査の対象となる研究の実施に携わ

る者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならない。 

＜倫理指針ガイダンス＞ 

・監査に従事する者は当該研究に携わる者及びモニタリングに従事する者以外であれば、当該研究機関

内の者でもよい。 
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（４）＜倫理指針・標準業務手順書＞モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの

結果を研究責任者に報告すること。また、監査に従事する者は、当該監査の結果を研究責

任者及び研究機関の長に報告すること。 

＜倫理指針ガイダンス＞ 

・報告書には、日付、実施場所、対象、担当者の氏名、結果の概要等が含まれる。 

・モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は、各共同研究機関の研究責任者を統括する研究代

表者（総括責任者）を置いている場合には、研究代表者にもそれぞれの報告内容を共有することが望ま

しい。 

 

（５）＜倫理指針・標準業務手順書＞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。 

 

（６）＜倫理指針・標準業務手順書＞研究機関の長は、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ること。 

＜倫理指針ガイダンス＞ 

・研究機関の長は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、情報等の閲覧に協力する

必要がある。 

 

４．文例・書式 

 

 モニタリング及び必要に応じて監査を実施するにあたり必要となる以下の文書・書式の

例を、参考資料として示す。研究のリスクや規模等に応じて、研究責任者の判断により適

切な形態を採用し、適用規則に従うことを前提として適宜改編し、必要な範囲で倫理審査

委員会の審査資料として審議を受けた上で、活用することが望まれる。 

 なお、ここに示す文例はモニタリング用として記載している。モニタリングと監査の内

容をいかに組み合わせるかについては、研究の特質や諸事情により異なるため、本文例・

書式ではモニタリング用の文例・書式として示すが、修正の上、監査用の文書として使用

することも可能である。 

 

（文例・書式一覧） 

監査においては、監査用に別の様式で作成するか、またはこれらの文書を監査用に作成

し直して（構成を変更する場合もある）使用することもできる。 
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・文例１-a：モニタリング及び監査実施体制・実施手順の研究計画書への記載例（実施体

制・実施手順として倫理指針の求める項目を研究計画書に記載し、より詳細な手順書は審

議資料に添付しない場合の記載例。審議資料としない場合も、手順書は別途作成すること

が望ましい。） 

・文例１-b：モニタリング手順書文例 

・文例２：モニタリング担当者指名了承依頼書書式：研究責任者が担当者を指名する際、

担当者の上長の了承が必要な場合の書式 

・文例３：モニタリング担当者指名書書式：研究責任者が担当者を指名する際の書式 

・文例４：モニタリング報告書 

・文例５：モニタリング追加報告書 

・文例６：モニタリングチェックシート 

・文例７：GCP準拠チェックシート：GCP省令にどの程度準拠しているかを確認するた

めのチェックシート。先進医療への申請、申請準備などに用いる。 
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文例１-a モニタリング及び監査実施体制・実施手順の研究計画書への記載例 
 

実施体制・実施手順として倫理指針の求める項目を研究計画書に記載し、より詳細な

手順書は審議資料に添付しない場合の記載例。審議資料としない場合も、手順書は別途

作成することが望ましい。 
なお、監査を行わない場合は、監査については記載しない。 
また、本文例では、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場合の記載例は示していない。 
 

モニタリング及び監査  

本研究におけるモニタリング及び監査は、下記の実施体制及び実施手順により行う。各担当者

は、必要に応じて、研究責任者の指名に基づき補助者を置くことができる。 

（1）実施担当者 

《モニタリング担当者》 

○○○○○（所属） 

 

《監査担当者》 

○○○○○（所属） 

 

(2)モニタリング担当者及び監査担当者の責務及び評価項目 

モニタリング担当者及び監査担当者は、本研究が適用される規制に従って適切に実施され、研

究対象者の人権と安全を保護し、研究結果の信頼性を確保することを確実にすることを責務とし

て、モニタリング及び監査業務に従事するものとして、研究責任者の指名を受ける。 

研究責任者は、モニタリング及び監査担当者が、適用される規制についての知識を十分に有し、

その責務を認識していること、および問題となるような利益相反がないことを、履歴書及び面接に

より確認する。 

モニタリングの対象・範囲・評価項目は以下を含んで研究開始前に詳細を設定する。 

・研究実施体制（研究者の技能、実施体制） 

・倫理審査・利益相反審査・（ある場合）製造物審査・臨床試験登録 

・研究対象者保護（適格性確認、同意、有害事象対応、（必要な場合）補償対応、個人情報

保護） 

・研究の信頼性（原資料と研究データの整合性、問題対応、進捗状況） 

 

(3)モニタリング及び監査の手法は、以下のように行う。 



 研究責任者とモニタリング担当者及び監査担当者は、研究開始前に、本計画書に従って

研究が実施されることを確実にするため十分な協議を行った上、原資料及び解析対象デ

ータの記録及び保管の方法を確認する。 

 モニタリング及び監査は基本的に実地において現物確認を行う。調査対象項目をあらか

じめ設定した上、全症例について行うか、サンプリングによるかは、最初の数例に対する

モニタリング結果に基づき、研究責任者とモニタリング担当者及び監査担当者との協議

により調整する。 

 

(4)モニタリング報告書、監査報告書 

 モニタリング報告書、監査報告書には、実施の日付、実施場所、担当者の氏名、調査対

象、結果の概要を記載する。 

 モニタリング担当者は、報告書を研究責任者に提出する。 

 監査担当者は、報告書を研究責任者及び研究機関の長に提出する。 

 

(5)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。 
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文例１-b：モニタリング手順書文例 

 

モニタリングの実施に関する手順書 

 

 

 

研究課題名 

研究計画書番号○○－○○○ 

 

[ [ ]内の斜体は作成時に削除。 
監査の場合は別の様式で作成又は本文書を監査用に作成し直す。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者名（研究責任者） 

 

 

第○.○版  

作成日 平成 年 月 日 
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１．目的と適用範囲 
 
本手順書は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成 26 年文部科学省・

厚生労働省告示第３号）（以下、「倫理指針」という）及び「人を対象とする研究に関する倫

理規則」、「人を対象とする研究に関する標準業務手順書」に基づいて実施される研究におい

て、研究責任者の指名によるモニタリング担当者が、モニタリングを適切に実施するための

手順その他必要な事項を定めるものである。 
[これ以外に当該研究に特有の目的があれば記載する。]  

 
２．実施体制 
 
２．１ 研究責任者の責務 
 研究責任者は、本研究における研究対象者の保護と研究の信頼性を確保するため、倫理指

針、、研究計画書、適用される規則・手順書等に従って研究が行われることを確認すること

を目的として、モニタリング担当者にモニタリングを行わせる。 
研究責任者は、モニタリング担当者に対しモニタリングの実施に関して適切な指示を与

えるとともに、問題発生時には適切な措置を講ずる。 

 
２．２ モニタリング担当者の指名 
 研究責任者は、履歴書、面接等により以下の要件を満たすことを確認した上で、[必須な

場合にはここに「「〇〇〇〇〇（研究課題名） モニタリング担当者指名了承依頼書」（文例

2）によりモニタリング担当者の上長の了承を得た上で」を加える]「○○○○○（研究課題

名） モニタリング担当者指名書」（文例 3）によりモニタリング担当者を指名する。 
[必須項目] 
（１）倫理指針及び適用規則についての十分な知識を有すること、及び教育を受けているこ

と 
（２）モニタリング業務についての十分な知識を有すること[モニタリングに関する研修を

受けていることが望ましいが、現状では研修の提供が十分でないため、研修受講履歴がない

場合は、業務実績や研究業績等の経歴等で確認する。] 
（３）対人的配慮、一般的マナーを身につけていること 

（４）守秘義務を果たすことができること 

（５）問題となる利益相反がないこと 
[任意（研究内容による）] 
（６）医学、薬学、看護学、臨床検査学等、医学系の基礎知識を有すること 

（７）当該研究に特有の知識を有すること[具体的に記載する] 
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[監査の場合には以下が必須となる： 
（８）監査の対象となる研究の実施に携わる者ではないこと（必要に応じて、個々の試験計

画への関与がなくても、外枠の開発プロジェクトへの関与や部門としての独立性を確認） 

（９）モニタリングに従事する者ではないこと（補助者も含む）] 
 

２．３ モニタリング担当者の責務 
  
 モニタリング担当者は、研究責任者の指示に従って、本研究における研究対象者の保護と

研究の信頼性を確保するため、倫理指針、倫理規程、研究計画書、適用される手順書等に従

って研究が行われることを確認することを目的として、モニタリングを行う。 
 モニタリング担当者は、モニタリング結果を研究責任者に報告する。 
 
３．モニタリングの業務 
 
３．１ モニタリングの対象と範囲 
 モニタリングは、以下の事項を含んで行う。研究対象者の保護、研究の信頼性の確保を目

的として対象とする項目は随時追加することができるが、実施前にチェックシートにより

実施項目を確定する。 
（１）研究実施体制 

・研究者等の資格・技能、教育研修歴 

・研究実施組織体制、設備 

[共同研究機関がある場合には、共同研究機関の実施体制の確認] 

（２）倫理審査と研究機関の長の許可 

・倫理審査を行い承認された記録、研究機関の長の許可の記録 

・倫理審査委員会委員構成、出席委員の状況 

・倫理審査委員会議事概要、公表 

・利益相反審査 

・製造物（医薬品・医療機器等）に関する審査 

・臨床試験登録 

（３）研究対象者保護 

・適格性確認、登録 

・説明と同意の記録 

・有害事象・逸脱への対応、報告 

・健康被害補償のための措置 

・個人情報保護の体制 

（４）研究の進捗および信頼性 
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・原資料・症例報告書・解析データセット[より詳細な記載が必要な場合には追加する。]の

確認 

・逸脱・問題の発生と対応 

・進捗状況 

・中止・中断・終了 

 

[原資料の特定、試験用製造物（医薬品・医療機器）、分析用の機器・設備、実施体制等の技

術的な事項や、研究に特異的な倫理的・規制関連の事項について、特に必要な場合には項目

を設ける。] 

 
３．２ モニタリングの準備 
モニタリング担当者は、モニタリングの実施に先立ち、下記の確認等を行う。 

（１）モニタリング実施手続きの確認 

モニタリング担当者は、研究責任者、研究者、研究協力者等と必要に応じて面会し、研究

に関する必要な文書を入手し、モニタリング実施手続きを、チェックリストを含めて確認す

る。 

（２）研究実施手順の確認 

モニタリング担当者は、研究計画書の作成、倫理審査、症例登録から終了までの研究の手

順、研究者等の役割を確認する。研究に関する会議には必要に応じてモニタリング担当者も

参加し、手順を確認する。 

（３）原資料に関する協議 

モニタリング担当者は、研究責任者と協議を行い、原資料の定義、保管方法、信頼性確保

の方法等について、確認する。 

 
３．３ モニタリング実施時期 
 モニタリングは、研究の開始前、実施中の適切な時期[複数年にわたる場合は１年に１回

以上]、研究終了時に、それぞれ少なくとも１回以上行う。実施時期については、研究責任

者及び研究者等必要な関係者と打合せて決定する。 
 
３．４ モニタリングの方法 
 モニタリングは、オンサイト、オフサイト[監査の場合にはオフサイトは削除]、全症例 SDV、

サンプリングSDVを、リスクベースド・アプローチの考え方に基づいて組み合わせて行う。 
 この方法については研究の状況に応じて研究責任者とモニタリング担当者が協議して決

定し、モニタリング報告書に判断の根拠を明記する（詳細は「３．５モニタリング実施計画」

を参照）。[単施設か多施設か、多施設の場合に主たる研究機関か否か、などによって実施方

法や頻度は異なる。なお、信頼性の確保された EDC (electric Data Capture)を用いた方法
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による場合には、直接閲覧を行わずに、信頼性確保の方法を確認することによって、モニタ

リングを行える場合がある。] 
モニタリングを行った結果、対応が必要になった場合には、「モニタリング報告書」に必

要な対応等について記載し、研究責任者の判断により、必要とされた対応を行う。この場合

に、必要に応じて、追加的モニタリングを行い「モニタリング追加報告書」を作成する（３．

６「モニタリング報告書」を参照）。 
 

３．５ モニタリング実施計画[研究内容や、研究者等の習熟度、モニタリング・監査担当

者の習熟度によっても異なるため、必要に応じて記載を大きく修正する、または計画書を別

途作成する可能性があるものとして、一つの記載例を示している。] 
  
３．５．１ 開始前モニタリング 
開始前のモニタリングにおいては、研究の実施体制、審査体制、研究対象者保護の体制に

ついて、規制に適合した実施体制であること、資料の記録・保管体制が適切であること、研

究対象者の安全を確保できる体制であることを確認する。 
３．５．２ 実施中モニタリング 
 開始後、最初の 1 例目の研究対象者に対して研究を目的とする行為[必要に応じて、試験

薬の投与、手技、PET 撮像等の具体的な行為についての記載を加える。]が行われ、観察・

評価結果が記録された後に、同意取得状況、及び、研究データの記録・保管状況を直接閲覧

により確認し、必要に応じ、原資料、症例報告書、解析データセット等の SDV を行う。 
３．５．３ 実施中モニタリングにおけるサンプリングに関する方針 
 特に重大な問題が見出されない場合には、〇例[例数が少ない場合には半数を目途とする。

多い場合にはエラー率に応じた方針を定める。]の研究対象者に対する観察・評価結果が記

録された後に、最初の 1 例目と同様のモニタリングを実施する。この結果を踏まえて、研究

責任者とモニタリング担当者で協議を行い、残りの研究対象者について、サンプリング SDV
によることが可能か否か、可能な場合にはサンプリングの割合と方法について決定する。た

だし、同意文書の保管については全数確認する。 
 この場合に、同意文書の保管が 100%達成されていなかった場合、及び、原資料、症例報

告書、解析データセットの SDV において研究結果に影響を与えるような誤りが見出された

場合には、残りの研究対象者についてのモニタリングはサンプリング SDV によることはで

きない。 
３．５．４ 終了時モニタリング 
 すべての研究対象者についての観察・評価・解析結果が記録された後のモニタリングにお

いては、同意文書の保管が 100%達成されていること、原資料、症例報告書、解析データセ

ットのSDVにおいては研究結果に影響を与えるような誤りが見出されないことを目標とす

る。これが達成されなかった場合には、倫理審査委員会の意見を聴くことを前提とした研究
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機関の長への報告を含め、研究責任者において対応を検討する。 
 

３．６ モニタリング報告書 

 モニタリング報告書には、以下の項目を記載する。 

・モニタリングを行った日時、場所 

・モニタリング担当者の氏名 

・モニタリングに対応した研究者・事務職員等の氏名・所属 

・モニタリング結果の概要（点検した内容の要約及び重要な発見事項若しくは事実、逸脱及

び問題、結論、勧告、対応措置内容を含む。チェックシートを添付する。） 

 モニタリング担当者は、報告書を研究責任者に提出する。[監査の場合には、監査担当者

は報告書を研究責任者及び研究機関の長に提出する] 

モニタリングを行った結果、対応が必要になった場合には、「モニタリング報告書」に必

要な対応等について記載し、研究責任者の判断により、必要とされた対応を行う。この場合

に、必要に応じて、追加的モニタリングを行い「モニタリング追加報告書」を作成する。 
 

４．守秘義務 

モニタリング担当者は、モニタリングの際に得た研究対象者の秘密、身元に関する情報そ

の他の個人情報を漏らしてはならない。 

 

５．資料等の保存 

研究責任者は、本手順書に係る記録及びその関連資料を保存する。 

 

６．改訂履歴 

 

版番号 改訂日 改訂理由／内容 

   

 



文例２：モニタリング担当者指名了承依頼書書式：研究責任者が担当者を指名する際、担

当者の上長の了承が必要な場合の書式 
 

  年  月  日 

             ○○○○○研究課題名○○○○○ 

研究計画書番号： 

モニタリング担当者指名了承依頼書 

[ [ ]内の斜体は削除。監査の場合は修正の上作成する。]  

○○○○（所属・職名） ○○○○（氏名） 殿[担当者の上長] 

 

研究責任者         

    ○○○○（氏名）    ○印  

 

下記の職員を当該研究のモニタリング担当者として指名することにつき、了承をお

願いいたします。[他施設の職員を指名する場合等は適切な記載に改める。補助者を

置く場合は、担当者、補助者と明記し、「担当者、補助者として指名することにつ

き」とする。] 
 
指名対象者氏名 
○○○○（所属） ○○○○（氏名）殿 
 

記 

 

指名理由：次の内容について履歴書・面接（  年 月 日実施）により確認し、当該研

究のモニタリング担当者として適任であると判断したため。 

 
 
 

[文例３と同様にチェック項目を記載] 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

上記の者を、モニタリング担当者として指名することを、了承します。 

 

○○○○（所属・職名） 
○○○○（氏名）         ○印  



文例３：モニタリング担当者指名書書式：研究責任者が担当者を指名する際の書式 
  年  月  日 

             ○○○○○研究課題名○○○○○ 

研究計画書番号： 

モニタリング担当者指名書 

[ [ ]内の斜体は削除。監査の場合は修正の上作成する。]  
[ 文例２を要する場合には、追加的に本文例３を要する。]  

 
○○○○（所属） ○○○○（氏名）殿 

研究責任者         

    ○○○○（氏名）    ○印  

あなたを、当該研究のモニタリング担当者として指名いたします。 
[他施設の職員を指名する場合等は適切な記載に改める。補助者を置く場合は、担当

者、補助者と宛名欄に明記し、「担当者、補助者として指名いたします」とする。] 
記 

 

指名理由：次の内容について履歴書・面接（  年 月 日実施）により確認し、当該研

究のモニタリング担当者として適任であると判断したため。 

 
□倫理指針及び適用規則についての十分な知識を有すること、及び教育を受けていること 
□モニタリング業務についての十分な知識を有すること[何らかの研修を受けていることが

望ましいが、現状では研修の提供が十分でないため、研修受講履歴がない場合は、業務実

績や研究業績等の経歴等で確認する。] 
□対人的配慮、一般的マナーを身につけていること 

□守秘義務を果たすことができること 

□問題となる利益相反がないこと 
[任意（研究内容による）] 
□医学、薬学、看護学、臨床検査学等、医学系の基礎知識を有すること 

□当該研究に特有の知識を有すること[具体的に記載する] 

[監査の場合にのみ必須。モニタリングにおいては削除。] 
□監査の対象となる研究の実施に携わる者ではないこと[必要に応じて、個々の試験計画へ

の関与がなくても、外枠の開発プロジェクトへの関与や部門としての独立性を確認する。] 

□モニタリングに従事する者ではないこと（補助者も含む）  
 

以 上 



文例４：モニタリング報告書 
  年  月  日 

 

○○○○○研究課題名○○○○○ 

研究計画書番号： 

モニタリング報告書 

[ [ ]内の斜体は削除。監査の場合は修正の上作成する。]  

 

研究責任者 

○○○○（氏名）  殿 

[監査報告書は機関の長にも提出] 

モニタリング担当者：○○○○（所属・氏名） ○印  

    

 

標題の研究について、以下のようにモニタリングを実施したので、結果を報告しま

す。 
[必要時]なお、対応未了の件については対応が確認された後にモニタリング追加報

告書を作成致します。 
記 

 

・実施日時： 

・実施場所： 

・対応した研究者・職員等の氏名・所属： 

 

・モニタリング結果の概要[点検した内容の要約及び重要な発見事項若しくは事実、逸脱及

び問題、結論、勧告、対応措置内容を含む。チェックシートを添付する。] 

 

添付資料： 

＊＊＊＊＊チェックシート 

以 上 

 

 

 

 



文例５：モニタリング追加報告書 
  年  月  日 

 

○○○○○研究課題名○○○○○ 

研究計画書番号： 

モニタリング追加報告書 

[ [ ]内の斜体は削除。監査の場合は修正の上作成する。]  

 

研究責任者 

○○○○（氏名）  殿 

[監査報告書は機関の長にも提出] 

 

モニタリング担当者：○○○○（所属・氏名） ○印  

 
 標題の研究について、○年○月○日付で提出したモニタリング報告書作成時までに

対応未了であった事項について、下記[別紙]のように対応されたことを確認しました。 
 

記 

 
（追加モニタリング又は対応の確認について） 

・実施日時： 

・実施場所： 

・対応した研究者・職員等の氏名・所属： 

 

 

対応未了であった事項及び対応内容の概要 

 

 

添付資料： 

＊＊＊＊ 

以 上 
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文例６：モニタリングチェックシート 
 
[ [ ]内の斜体は作成時に削除。監査の場合は別途作成又は修正の上作成する。]  

 
[研究内容に応じて、また、開始前・実施中・終了後のいずれかによって、このひな形から適宜取

捨選択・追加して作成する。項目番号は続き番号で振り直すこと。 
特に定義された原資料に関する信頼性の確認、試験用製造物（医薬品・医療機器）、分析用の機

器・設備、実施体制等の技術的な事項や、研究に特異的な倫理的・規制関連の事項について、特に
必要な場合には項目を追加するか、又は、別にチェックシートを準備する。] 

 

○○（研究課題名）○○モニタリングチェックシート 

※以下の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（以下「倫理指針、URL参照）が適用される研究用。 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html（文部科学省） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/（厚生労働省） 

※「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（ゲノム指針）が適用される場合には、最終頁の項目を追加する。

診療で行った遺伝子検査を研究に用いるが研究目的の遺伝子解析を行わない場合は適用されないが、遺伝情報を

用いる場合ゲノム指針にも留意する。適用範囲は、下記指針のP.36「(3) ヒトゲノム・遺伝子解析研究」の記載を参照。 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/hito_genom.html 

 

１．研究責任者氏名・所属 
 
２．モニタリング担当者氏名・所属 
 
 
３．モニタリングの実施時期・形式 
実施年月日    年   月  日（○） 時間： 
実施時期   □研究開始前  □研究実施中（○回目）  □研究終了時 
実施場所    
実施形式  □on-site  □off-site  □on-siteとoff-siteの組み合わせ 
モニタリング対象症例数：    例 
４．進捗状況 
□開始前 
□実施中   □終了時 
   ・目標症例数  症例    同意取得症例数  症例  実施症例数  症例 
   ・中止症例数  症例 

（内訳：有害事象による  症例   同意撤回による  症例  他（記載）   症例） 
・有害事象発生件数  件 
（内訳：重篤・未知  件  □厚労大臣報告 □公表（URL等） 

重篤・既知  件   
非重篤・未知  件  非重篤・既知  件） 

・健康被害補償提供件数  件  うち補償保険利用  件 
・倫理審査委員会への報告 
（内訳：   による報告  回・ 年 月 日  年１回の報告  回・ 年 月 日） 
・中止・中断（  年 月 日 理由： ） 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/ekigaku.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/
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※解説 「第○の○」「ガイダンス」は倫理指針による。コメント欄の補足説明はコメント記入時に削除する。 

Ⅰ．実施体制     
 適 否 NA コメント（敬省略、以下同） 
研究者等資格・能力・教育研修状況     
1.研究者等（研究計画書に記載される者）の資格は、

計画書で明記される、または研究内容から明らかに必

要とされる専門資格の要件に適っているか 

   ・ 

2.研究者等（研究計画書に記載される者）の教育研修

歴を確認できるか 
※第４の３に規定される教育研修。倫理指針・不正・利益相反等

の所内・外研修・e-learning等 

   ・ 

3.研究の事務に従事する者の教育研修歴を確認でき

るか 
※第４の３ガイダンス。業務内容に応じた適切なもの 

   ・ 

4.ハイリスク行為に対する対策・管理体制は適切か 
※第５の１(2)リスク最小化対策の確認 

   ・ 

5.研究計画書の内容に沿った実施体制・実施可能性

を確認できるか 
[研究計画に応じてチェックポイントを記載] 
□設備・機器類 
□スタッフの技能 
□研究対象者の来院スケジュール 
□試験薬投与スケジュール 
□検査スケジュール 

   ・ 

共同研究機関・協力機関の体制[不要の項目は削除可]     

6.共同研究機関での実施・管理体制は適切なモニタリ

ング又は監査により確認できるか 
□ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ／監査を当機関で行う(中央／相互ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ） 
□ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ／監査を各機関で行う 
□共同研究機関の研究内容はモニタリング/監査不適用 

   ・ 

7.既存試料・情報提供／患者紹介協力機関の体制は

適切か 
□協力機関あり 
  □共同研究機関としての位置づけが必要 
  →共同研究機関と位置づけた体制ならば「適」 
  （理由） 

□研究を目的とする介入・侵襲・観察・紹介がある 
□研究を目的として本人同意の上個人情報を提供する 
□研究を目的として匿名化した情報を提供する 
□論文共著者に入る可能性がある 
□その他（コメント欄に記載） 

   □共同研究機関としての位置づけは不要 
  （理由） 

□研究を目的とする介入・侵襲・観察・紹介がない 
□既に連結不可能匿名化された既存試料・情報の提供 
のみ行う 
□論文共著者に入らない 
□その他（コメント欄に記載） 

□協力機関なし→「NA」 

   ・ 
 
[既存試料・情報が既に連結不可匿名
化されたものならば倫理指針・個人情
報保護法の適用除外である。 
 
研究に用いようとする前から既に連結
不可能匿名化されている場合は指針
適用外だが（倫理指針第3の1ウ②）、
ない場合、提供を目的として匿名化を
行う場合、倫理指針第１２の１により計
画書の作成と研究機関の長の許可が
必要である。] 

8.海外での実施については適切か 
□共同研究機関が海外にある／□国内で企画・海外で実施 
□日本より厳格な当該地域の規制を遵守している 
□日本より厳格でない当該地域での規制を遵守している 
 □日本での倫理審査、研究機関の長の許可がある 

   ・ 
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 □インフォームド・コンセントの取得は適切である 
 □個人情報の保護が適切である 

Ⅱ．審査体制（倫理・COI・製造物）・登録     

 適 否 NA コメント 
倫理審査     
1.倫理審査は開始前・実施中の適切な時期に実施さ

れ承認を得ているか 
倫理審査委員会名称：  
 □初回審査 □審査前／□審査後 

 □審査委員会予定日 年 月 日 
 □申請締切日 年 月  
 □承認日 年 月 日  
 □研究計画書等修正報告書あり □同なし 

 □計画書変更審査 □審査前／□審査後 
 □審査委員会予定日 年 月 日 
 □申請締切日 年 月  
 □承認日 年 月 日（委員会開催日＝承認日） 
 □審査結果通知日 年 月 日（委員長→研究機関の長） 
□継続審査（□有害事象報告・他／□年1回の報告） 
 □審査委員会予定日 年 月 日 
 □申請締切日 年 月  

  □承認日 年 月 日  
※モニタリング／監査実施時に把握される年月日を記載する 

   ・ 

2.研究機関の長の許可は得られているか 
 □倫理委員会承認文書と同文書 □別文書 
 □許可日  年  月  日 
 □研究計画書等修正報告書に基づく許可あり □同なし 

   ・ 

3.倫理審査委員会提出資料は適切か  
 □初回／□変更／□報告／□継続  □準備中／□提出済 
 （初回審査時に必須） 
 □01履歴書 
 □2-1研究者・研究協力者リスト 
 □2-2研究者等・研究協力者 研修受講報告書 
 □3-1研究実施申請書 
 □3-2利益相反に関する申告書 
 □3-3研究対象者の健康被害の補償に関する説明書 
 □研究計画書 
 □説明文書・同意書 
 （該当する場合：該当しない場合NAにチェック） 
 □製造物に関する文書（□試験薬概要書／□製品標準書／ 
    □添付文書／□その他（    ））  □NA 
 □モニタリング手順書 □NA 
 □監査手順書  □NA 
 □研究対象者の募集広告 □NA 
 □その他（ある場合はコメント欄に記載） □NA 
 （計画変更時） 
 □10研究に関する変更申請書 
 □該当する書類・他（ある場合はコメント欄に記載） □NA 
 （有害事象報告・その他報告時） 
 □該当する報告あり  □NA 

□12-1重篤有害事象（医薬品） 
   □12-2重篤有害事象（医薬品詳細） 
   □12-3予測できない重篤有害事象（厚労大臣報告） 
   □14重篤有害事象及び不具合（医療機器） 
   □16-1安全性情報 
   □16-2倫理性・科学性・適切性・信頼性又は逸脱 
   □17終了報告 
 （1年に1回の報告） 

   ・ 
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 □該当  □NA 
   □11研究実施状況報告書 
   □その他（ある場合はコメント欄に記載） □NA 
  □その他 （研究対象者への概要説明、方針文書等） 
  
4.倫理審査資料保管体制・保管状況は適切か 
□申請資料 
（保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名：       ） 

□議事録 
（保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名：       ）  
□承認文書 
（保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名：       ）  
□許可文書 
（保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名：       ）  
□保管の適切性（ファイリング、収納、施錠、アクセス制限） 

   ・ 
[保管責任者と保管担当者が異なる場
合（担当部門長の監督下で実務担当
者が実務を担っている場合）は分けて
記載する。同じであれば「責任者」の
みでよい。] 

5.倫理審査委員会の審議は適切に実施され記録は適

切に公開されているか 
 □詳細議事録・審議の適切性 
 □議事概要 
 □倫理委員会委員構成 
 □出席委員 
（以下URLで公表情報を確認） 
 □機関URL 
 □倫理委員会報告システムURL 
 □公開準備中（確認時に準備中である場合には準備期間の

長さの適切性も確認する） 

   ・ 

倫理審査（共同研究機関からの審査受託）     
6.他施設からの倫理審査受託は適切か 
□審査委託あり→実施の適切性を下記により確認 
  □審査の依頼・受託に関する文書 
  □倫理審査資料（2.の欄を再度設けてもよい） 
  □他施設特有の事項の審査に関する追加資料又は情報 
  □モニタリング／監査（実施機関：   ） 
  □その他： 
  □多施設共同研究における審査 
□審査委託なし 

   ・ 
[ない場合には、項目を削除してもよい
し、ないことの確認のために残してもよ
い。] 

7.試料・情報提供/患者紹介協力機関における倫理審

査は適切か（又は審査不要であることが確認できるか） 
□協力機関あり→□要倫理審査（研究行為/論文共著等有） 

            □倫理審査不要（研究行為/論文共著等無） 
□協力機関なし 

協力機関ありの場合に名称を記載： 
要倫理審査： 
倫理審査不要： 

   ・ 

利益相反審査     
8.利益相反の審査は適切に行われたか 
□利益相反委員会での審査あり □NA 
（委員会名称：   ） 

   □審査結果 
  □計画書・説明文書に記載あり  □記載不備あり 
□申告事項あり 
□内容： 
□追加的管理制限事項（ある場合）： 

□申告事項なし  

   ・ 

製造物に関する審査     
9.製造物に関する審査は適切に行われたか 
□製造物に関する委員会での審査あり 
（委員会名称：   ） 

   ・ 
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□製造物に関する文書（□試験薬概要書／□製品標準書／ 
□添付文書／□その他（    ）） 

□審査結果： 年 月 日 
[審査結果に追加的に確認する場合の例] 
□品質様式の提出（ある場合） 

□もれなく提出 
□提出しないものがある：理由 
□NA 

 
臨床試験登録     
10.臨床試験登録は適切に行われたか 
□登録済（登録日  年 月 日 登録番号：    ） 
□未登録 
□NA 

更新・報告 
□修正・変更による更新（  年 月 日 ） 
□終了による結果報告（  年 月 日） 

最初の研究対象者同意取得 
□有：同意取得日：  年 月 日 
□未実施 

   ・ 
 

Ⅲ．研究対象者保護体制（適格性・IC・負

担軽減費・健康被害補償・個人情報保護・

安全性） 

   [以下の項目は個別症例ごとのチェッ
ク項目も含まれるため、複数症例に対
してモニタリングを実施した場合には、
全体に対する評価をコメント欄にまと
めて記載する。不適切事例があった
場合には個別事例の具体的内容がわ
かるように記載する。] 

 適 否 NA コメント 

研究対象者の適格性確認     
1.研究対象者の募集は適切に行われたか 
□募集広告を行う 
□登録システム（外部・内部）を用いる 
□来院患者に意向確認 
□その他 

   ・ 
[開始前に体制・準備状況についてモ
ニタリングを行う場合には、「適切に行
われる体制か」等、適宜変更して使用
する。] 

2.代諾者によるインフォームド・コンセントがある場合

に、その方針は適切か 
□配偶者 □親権者 □子 □兄弟姉妹 
□上記以外の血縁者（   ） 
□血縁関係のない近親者（   ） 
□本人の最善の利益・意思を代弁できる者 
□本人によるアセント（□口頭 □文書 □無） 

※開始前は対象となりうる代諾者・アセントについての予定を記

載。実施中・終了時は各項目の数を記載できることが望ましい

が、無理である場合には該当のあった項目をチェック。 

   ・ 

3.研究対象者の重複参加・過剰参加の管理は適切か 
□外部の登録システムを利用（臨床試験受託事業協会等） 
□機関内のシステムを利用 
□問診票にてチェック 
□問診票は設けていないが問診等によりチェック 

   ・ 

4.適格基準の確認方法は適切か（実施中の場合：適切

に行われているか） 
□適格基準チェックシートを用いている 
□適格基準チェックシートを設けず問診・診療録で確認 
□その他： 
（実施中・終了後） 
□適格基準チェックシートの記録（ 例中  例） 
  □同意取得日 □事前診察日 □PET検査日 
  ※上記のすべてにつき確認、漏れがあった場合には 

   ・ 
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コメント欄に記載。 
□記録を得られなかった症例（ 例中 例 理由： ） 
□不適格症例（ 例中 例 理由： ） 
□不適格症例組み入れについての逸脱報告 
（ 年 月 日、対応：  ） 

5.直接閲覧の結果、適切に実施されていることが確認

できたか（サンプリングの場合は実施方法を記載： ） 
※紛失・不備等があった場合には報告・対応を記載。 

   ・ 

インフォームド・コンセント     
6.説明・同意プロセスに関する方針は適切か（担当医

の説明、CRC等説明担当者の説明、説明場所などの

実際） 

   ・ 

7.説明文書の記載内容は適切か 
□倫理指針の示す項目がある 
□わかりやすい記載である 

   ・ 

8.同意文書は適切に取得され、保管されているか 
□原本事務局、２枚目本人、写し支援室、PDFカルテ 

 [↑機関により異なる場合は正しい順番を記載] 
（原本保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名： ） 
□ファイリング 
□収納 
□施錠 
□アクセス制限 

（写し保管場所：  保管責任者/担当者所属・氏名： ） 
□ファイリング 
□収納 
□施錠 
□アクセス制限 

（実施中・終了後） 
□目標症例数（   例） 
□同意取得症例数（  例） 
□不同意症例数（  例）[無くてもよい] 
□同意撤回・中止症例数（  例：理由  ） 
□説明日と同意取得日の関係は適切である 
□同意取得前に研究のための侵襲的な検査・研究行為を 
実施していない。 

※開始前は保管体制について確認、実施中・終了後は実際に

保管されている状況を確認。 
※原本・写しを事務局・研究者で保管している場合は両方を確

認するが、SDVは原本のみでよい。 

   ・ 
[保管責任者と保管担当者が異なる場
合（担当部門長の監督下で実務担当
者が実務を担っている場合）は分けて
記載する。同じであれば「責任者」の
みでよい。] 

9.研究対象者の一覧表（対応表）は適切に作成され、

保管されているか 
□他の研究用資料との関連付け 
□保管 
□施錠 
□アクセス制限 

   ・ 

負担軽減費     
10.負担軽減費の設定は適切か 
□適切な設定である（過度な誘引にならない） 
□研究対象者間で公平である 
□交通費を含む 
□交通費は別に支払う 

   ・ 

健康被害補償     
11.健康被害補償の措置は適切か 
□補償金支払いのための保険契約をしている 
□医療費も支払える体制である 
□補償の方針・因果関係判定の手順を定めている 

   ・ 
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□補償の概要を研究対象者に（要望に応じて）手渡す 
個人情報保護の体制     
12.情報セキュリティ体制は適切か 
□情報セキュリティポリシーがある 
□規程・手順書等がある 
□文書化された方針・規則はない 
□URL記載／文書の提出 
□URLなし／文書提出なし 
実際の管理体制 
□個人情報を扱う範囲・匿名化された情報を扱う範囲の明確 
化と、それぞれに応じた情報システムのセキュリティ体制 
□アクセス制限 

   ・ 

13.個人情報管理者は適切に定められているか 
□担当者の特定： 
□業務上守秘義務 
□研究組織から独立 
□作業内容 
□定められていないが該当する業務が適切に実施されてい 

る（コメント欄に具体的に記載） 
14.個人情報分担管理者が定められている場合、適切か 

□担当者の特定： 
□業務上守秘義務 
□研究組織から独立 
□作業内容 
□定められていないが必要でないか、又は該当する業務が 
適切に実施されている（コメント欄に具体的に記載） 

※ゲノム指針適用ではない場合は管理者を定めることは必須で

はないためNAにチェック[又はチェックリストから除く] 

   ・ 

15.匿名化作業の実施方法は適切か 
□匿名化・対応表管理を行う者： 
□研究用データは匿名化されている 
□研究用データは匿名化されていないがアクセス制限あり 
□漏示・漏えいの可能性はない 
□研究計画書・説明文書との整合性 
□不備・問題あり： 

※不備・問題等があった場合には報告・対応を記載。 

   ・ 

有害事象報告等     

16.有害事象等が発生した場合には適切に対応され、

報告されたか 
 （有害事象） 

□有害事象発生あり（対応・報告の適切性を確認） 
□発生直後に関係者間で共有・対応 
□重篤・未知→研究機関の長（共同研究者・試験薬提供

者） 
→厚労大臣・公表    件 
□重篤→研究機関の長（共同研究者・試験薬提供者） 件 
□非重篤・未知 件 
□非重篤・既知 件 

□有害事象発生なし 
 （安全性・倫理性・科学性・適切性・信頼性・逸脱報告） 
 □発生あり 
 □報告・対応の適切性 
 □発生なし 

   ・ 

効果安全性評価委員会     

17.効果安全性評価委員会の設置・審議は適切か 
□設置あり 
□研究から独立した者で構成 
□指名文書あり 

   ・ 
[ない場合には、項目を削除してもよい
し、ないことの確認のために残してもよ
い。] 
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□手順書あり 
□開催（  月  日） 
□開催時の資料の適切性 
□議事録 
□勧告内容：継続は適切／適切でない 

□NA 
※不備・問題等があった場合には報告・対応を記載。 
安全性評価委員会（部門）（optional）     

18.安全性評価委員会部門の設置・審議は適切か 
□設置あり 
□研究から独立した者で構成 
□指名文書あり 
□手順書あり 
□開催（  月  日／定期開催ならばその旨） 
□評価資料：有害事象報告 他： 
□議事録 
□対応： 

□NA 
※不備・問題等があった場合には報告・対応を記載 

   ・ 
[ない場合には、項目を削除してもよい
し、ないことの確認のために残してもよ
い。] 

[Ⅳ、Ⅴは研究内容により異なる。] 
Ⅳ．評価項目ごとの原資料・研究データ 

    

 適 否 NA コメント 

評価項目（介入・侵襲・観察）と原資料・研究データ 
[以下は脳画像研究の場合の記載例。研究計画書の
内容と必要性に応じて変更する。] 

    

1.臨床検査は適切に実施され、記録が保管されている

か 
 血液検査 □ﾜｰｸｼｰﾄ □結果報告書 □NA 
 髄液検査 □ﾜｰｸｼｰﾄ □結果報告書 □NA 
 その他：     □NA 
  

   ・ 

2.臨床検査の精度管理は適切か 
 血液検査 □手順書 □記録 □NA 
 髄液検査 □手順書 □記録 □NA 
 その他：  □手順書 □記録 □NA 
 

   ・ 
[信頼性の保証された外部機関に委
託した場合には選択肢はNAとし、その
旨をコメント欄に記載。施設内で実施
する場合には手順書・記録が必要。] 

3.臨床検査の検体保管体制は適切か 
 血液検査 □手順書 □記録 □NA 
 髄液検査 □手順書 □記録 □NA 
 その他：  □手順書 □記録 □NA 
 

   ・ 
[施設内で長期管理する場合にはそ
の方法の信頼性を確認、外注する場
合には検査に出すまでの保管方法を
確認。] 

4.心理検査は適切に実施され、記録が保管されている

か 
 □ﾜｰｸｼｰﾄ □質問紙 □解析用ｻｰﾊﾞｰ 

   ・ 
[より詳細な内容確認が必要な場合に
は項目を設ける。] 

5.神経学的検査は適切に実施され、記録が保管され

ているか 
 □ﾜｰｸｼｰﾄ □所見用紙 

   ・ 
[より詳細な内容確認が必要な場合に
は項目を設ける。] 

6.PET画像検査は適切に実施され、記録が保管されて

いるか  
 □ﾜｰｸｼｰﾄ □研究計画書・作業プロトコル等 
（薬剤） 
 □薬剤合成：品質検査記録の確認 
    □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
 □責任者（出荷可否決定者）の承認の確認 
    □承認    □承認の不備：内容の確認 
 □薬剤の授受の記録 

   ・ 
 
[逸脱があった場合には、対応の内容
と、適・不適についての判断をコメント
欄に記載する。薬剤の責任者（出荷可
否決定者）の承認記録に不備があっ
た場合にはその内容を確認し記載す
る。] 
[「プロトコル」は、計画書としての体裁
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    □記録あり  □記録の不備：内容の確認 
 □薬剤投与プロトコルの確認 
  投与量   
    □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
  投与時間  
    □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
（撮像） 
 □撮像プロトコルの確認 
  □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
□動脈採血プロトコルの確認 

  □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
 □画像データの確認：解析サーバー上のデータ 

が整ったものでなくても、手順がわかる
ものであればよい。研究計画書から読
み取れる場合には研究計画書との関
係で確認する。]  

7.MRI画像検査は適切に実施され、記録が保管されて

いるか 
 □撮像プロトコルの確認 
  □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
 □画像データの確認：□CD-ROM／□サーバー 
 □所見の確認：□ﾜｰｸｼｰﾄ／□電子カルテ 

   ・ 

8.fMRI画像検査は適切に実施され、記録が保管され

ているか 
 □撮像プロトコルの確認 
  □逸脱なし □逸脱あり：対応の適切性 
 □画像データの確認：□サーバー 
 □ログファイルの確認：□サーバー 

   ・ 

9.偶発的所見があった場合に、適切に対応されたか 
 □偶発的所見なし 
 □偶発的所見あり：対応の有無 

   ・ 

10.その他の医学的処置は適切に実施され、記録が保

管されているか 
   ・ 

11.原資料・症例報告書・解析データセット・解析結果

の信頼性・整合性には問題が見出されず、許容できな

い誤記等はないことを確認できたか 
 □原資料 □NA 
 □症例報告書 □NA 
 □解析データセット □NA 
  □PET画像再構成法 □NA 
 □解析手順書 □NA 
 □解析結果 □NA 
（確認結果） 
 □報告対象となる不備はない 
 □報告対象となる不備あり（報告・対応：  ） 
 

   ・ 
[それぞれのデータが正しく記録され、
保存され、相互に不整合がないこと、
必要に応じて作成経緯のトレーサビリ
ティを確認する。事前に手順書等に規
定した許容可能なエラー率の範囲か
どうか、についてコメント欄に記載す
る。解析手順書は、探索段階の場合
には作成できないこともある。] 

Ⅴ．[特に必要とされる試験用製造物（医薬
品・医療機器）、分析用の機器・設備、実
施体制等の技術的な事項や、研究に特異的
な倫理的・規制関連の事項について、特に
必要な場合には項目を追加するか、又は、
別にチェックシートを準備する。] 
[監査においては、モニタリングの手順書、
手順書に従った実施、報告について、チェ
ック項目を設ける。] 

    

 適 否 NA コメント 

[適宜チェック項目を設けるか、別のチェックシートを作
成する。] 

   ・ 
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Ⅵ．中止・中断・公表     

 適 否 NA コメント 

1.中止・中断があった場合には、規制に適合した適切

な処置がとられているか 
   ・ 

2.研究用データの固定は適切に行われたか    ・ 

3.公表（学会・論文の投稿・発表等）は適切に行われた

か 
   ・ 

Ⅶ．終了     

 適 否 NA コメント 

1.終了の手続きは適切か 
□計画書における終了予定日（予定日：  ） 
□実際の終了日（終了日：  ） □NA 
□予定どおりの終了（終了日：  ） □NA 
□中止・中断による終了（理由：  ） □NA 
□研究機関の長への終了報告（報告日：  ） □NA 
□倫理審査委員会での承認日（承認日：  ） □NA 

   ・ 

2.終了後の記録の保管体制は適切か（保管状況・必要

な期間保管する体制の確認） 
   ・ 

3.研究に用いる試料・情報、これと関連する資料の廃

棄は適切に行われたか 
□廃棄対象となる資料あり（コメント欄に具体的に記載） 
□廃棄対象となる資料なし  

   ・ 

4.将来的な保存・廃棄の見通しや手順は明確か 
□明確である 
□明確でない 

※研究終了後も倫理指針や所内規則に対応した保存・廃棄を

行える見通し・手順が明確か否かを確認 

   ・ 

 

 

その他の確認事項 
 
[チェックシートで網羅できないチェック事項がある場合に記載する。] 
 
 
 

 
総合的コメント 
 
[チェックシートによる確認結果の要約を記載する。今後対応が必要な事項については、詳細はコメント欄に
戻るとしても、必要な項目が明確になるように要約として記載する。] 
 
 

以上 
 

モニタリング担当者氏名：           
日付     年   月   日       

 
 

研究責任者氏名：               
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日付     年   月   日       
  
[ゲノム指針適用研究の際の追加的チェックシート項目] 

 
１．個人情報管理者※ 氏名・所属 
 
 
 
 
 
 
※法令上の守秘義務を課される者であって、研究チームに参加していない者 
２．遺伝カウンセリングの要/不要・提供体制 

□要（理由：   ） 
□提供体制（    ） 
□カウンセリング実施者の資格・能力評価等（    ） 

□不要（理由：   ） 
 
 
３．開示・非開示に関する重要事項 

□医療上本人に伝えるべき情報につき本人が非開示を希望した 
□医療上本人以外にも伝えるべき情報が得られ本人以外への開示を検討した 
□その他 

内容・対応につき説明（個人情報に抵触しない範囲で、指針に即している、指針に即した対応が無理

だった、などの説明すべき内容のみを記載）： 
 
 

※ゲノム指針適用：「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」適用の意。診療上の必要性から遺伝子検査を行

っているが、ゲノム指針適用として審査申請していない場合には対象にならない。 



文例７：GCP準拠チェックシート

対応の可否
備　考

[「人を対象とする医学系研究」においては、「治験」を「研究」に読み替える。]

業務手順書等

自ら治験を実施しようとする者は、治験実施計画書の作成、治験
薬の管理、副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実
施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければ
ならない。

２　自ら治験を実施しようとする者は、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なければならない。

毒性試験等の実施

第
１
５
条
の
３

自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理
作用に関する試験その他治験を実施するために必要な試験を終
了していなければならない。

治験実施計画書

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治
験実施計画書を作成しなければならない。

１）自ら治験を実施しようと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、当該受託者の氏名、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、当
該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

４）実施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）第二十六条の五に規定する効果安全性評価委員会を設置し
たときは、その旨

２　自ら治験を実施しようとする者は、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及び第五十条第一項の同意を得る
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
及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならな
い。

１）当該治験が第五十条第一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 　自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が第五十条第一
項及び第二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、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書
に記載しなければならない。

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
造販売の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）第二十六条の五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 　自ら治験を実施しようとする者は、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し
なければならない。

治験薬概要書

自ら治験を実施しようとする者は、第十五条の三に規定する試験
により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に
関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要
書を作成しなければならない。

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 　自ら治験を実施しようとする者は、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しな
ければならない。

第二章　治験の準備に関する基準
第二節　自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に
関する基準

第
１
５
条
の
２

第
１
５
条
の
４

第
１
５
条
の
５
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説明文書の作成

第
１
５
条
の
６

自ら治験を実施しようとする者（治験責任医師となるべき医師又
は歯科医師に限る。次条及び第二十六条の四において同じ。）
は、説明文書を作成しなければならない。

実施医療機関の長への文書の事前提出等

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を
実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければな
らない。

１）治験実施計画書（第十五条の四第四項の規定により改訂され
たものを含む。）

２）治験薬概要書（第十五条の五第二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

４）説明文書

５）モニタリングに関する手順書

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）この省令の規定により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

１０）治験の費用に関する事項を記載した文書

１１）被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書

１２）実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第四
十一条第二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）実施医療機関がこの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（第四十六条
に規定する場合を除く。）には、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

業務の委託

自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、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受託者との契約を
締結しなければならない。

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しようとする者又は実施
医療機関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
うかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認す
ることができる旨

６）当該受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機
関に対して行う報告に関する事項

７）当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項

８）その他当該委託に係る業務について必要な事項

２ 　前項に規定する文書の契約の締結については、第十二条第
二項から第六項までの規定を準用する。この場合において、これ
らの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を
実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。

被験者に対する補償措置

第
１
５
条
の
９

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者
に生じた健康被害（受託者の業務により生じたものを含む。）の補
償のために、保険その他の必要な措置を講じておかなければな
らない。

第
１
５
条
の
８

第
１
５
条
の
７
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対応の可否 備　考

自ら治験を実施する者は、治験薬の容器又は被包に次に掲げる
事項を邦文で記載しなければならない。

１）治験用である旨

２）自ら治験を実施する者の氏名及び職名並びに住所

３）化学名又は識別記号

４）製造番号又は製造記号

５）貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、
その内容

２　自ら治験を実施する者は、治験薬に添付する文書、その治験
薬又はその容器若しくは被包（内袋を含む。）には、次に掲げる事
項を記載してはならない。

１）予定される販売名

２）予定される効能又は効果

３）予定される用法又は用量

３　自ら治験を実施する者は、被験者、治験分担医師及び治験協
力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態で入手した治験
薬について、緊急時に、治験分担医師が被験薬及び対照薬の識
別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。

４　自ら治験を実施する者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を
防止するため必要な措置を講じておかなければならない。

５　自ら治験を実施する者は、治験薬に関する次に掲げる記録を
作成し、又は入手しなければならない。

１）治験薬の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する
記録及び治験薬の安定性等の品質に関する試験の記録

２）治験薬を入手し、又は治験薬提供者から提供を受けた場合に
はその数量及び年月日の記録

３）治験薬の処分の記録

６　自ら治験を実施する者は、治験の実施の承認後遅滞なく、実
施医療機関における治験薬の管理に関する手順書を作成し、こ
れを実施医療機関に交付しなければならない。

７　自ら治験を実施する者は、必要に応じ、治験薬の溶解方法そ
の他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験分担医師、
治験協力者及び第39条に規定する治験薬管理者に交付しなけれ
ばならない。

第
２
６
条
の
３

自ら治験を実施する者は、治験薬の品質の確保のために必要な
構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が
採られている製造所において製造された治験薬を用いて治験を
実施しなければならない。

第
２
６
条
の
４

自ら治験を実施する者は、第２条第16項に規定する調整する業
務を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作成し
なければならない。

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　自ら治験を実施する者は、前項の効果安全性評価委員会の
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なけれ
ばならない。

３　自ら治験を実施する者は、前項の審議を行ったときは、その審
議の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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、実施医療機関の長に対し、これを提供
しなければならない。

２　自ら治験を実施する者は、被験薬について法第80条の２第６
項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を実施医療機関
の長（一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関にお
いて治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医
師を含む。）に通知しなければならない。

３　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
改訂しなければならない。

第三章 治験の管理に関する基準
第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基
準

治験薬の管理

第
２
６
条
の
２

治験薬の品質の確保

委嘱の文書の作成

効果安全性評価委員会の設置

第
２
６
条
の
５

副作用情報等

第
２
６
条
の
６
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自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、
第27条第１項の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なければならない。

２　モニターは、当該モニタリングの対象となる実施医療機関にお
いて当該治験に従事してはならない。

３　第１項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医
療機関において実地に行わなければならない。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。

モニターは、モニタリングの結果、実施医療機関における治験が
この省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確
認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任
医師に告げなければならない。

２　モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度
次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施
する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出し
なければならない。

１）モニタリングを行った日時

２）モニターの氏名

３）モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名

４）モニタリングの結果の概要

５）前項の規定により治験責任医師に告げた事項

６）前号に規定する事項について講じられるべき措置及び当該措
置に関するモニターの所見

自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関す
る手順書を作成し、第27条第１項の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なけれ
ばならない。

２　監査担当者は、当該監査に係る治験を実施する医療機関に
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
リングに従事してはならない。

３　監査担当者は、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
監査証明書を作成し、これを自ら治験を実施する者及び実施医
療機関の長に提出しなければならない。

自ら治験を実施する者は、実施医療機関がこの省令又は治験実
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（第46条に規定する場合を除く。）には、当該実施医療
機関における治験を中止しなければならない。

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実施医療機関の長に文書
により通知しなければならない。

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
験の試験成績に関する資料が法第14条第３項に規定する申請書
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
実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。

第
２
６
条
の
１
１

自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、
総括報告書を作成しなければならない。

自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録（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（第26条の10第３項の規定に
より通知したときは、通知した日後３年を経過した日）又は治験の
中止若しくは終了の後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しなければならない。

１）治験実施計画書、承認書、総括報告書その他この省令の規定
により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し

２）症例報告書、第32条第７項の規定により通知された文書その
他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験分担医師
から入手した記録

３）モニタリング、監査その他の治験の実施の基準及び管理に係
る業務の記録（前２号及び第５号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）第26条の２第５項に規定する記録

第
２
６
条
の
８

監査

第
２
６
条
の
９

治験の中止等

第
２
６
条
の
１
０

総括報告書

記録の保存等

第
２
６
条
の
１
２

モニターの責務

モニタリングの実施

第
２
６
条
の
７
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対応の可否 備　考

実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関
する調査審議を次に掲げる治験審査委員会に行わせなければな
らない。

１）実施医療機関の長が設置した治験審査委員会

２）一般社団法人又は一般財団法人が設置した治験審査委員会

３）特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に
規定する特定非営利活動法人が設置した治験審査委員会

４）医療関係者により構成された学術団体が設置した治験審査委
員会

５）私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法
人（医療機関を有するものに限る。）が設置した治験審査委員会

６）独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に
規定する独立行政法人（医療の提供等を主な業務とするものに
限る。）が設置した治験審査委員会

７）国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定
する国立大学法人（医療機関を有するものに限る。）が設置した
治験審査委員会

８）地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に
規定する地方独立行政法人（医療機関を有するものに限る。）が
設置した治験審査委員会

２　前項第２号から第４号までに掲げる治験審査委員会は、その
設置をする者（以下「治験審査委員会の設置者」という。）が次に
掲げる要件を満たすものでなければならない。

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。

イ 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

ロ 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、貸借対照表、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。

治験審査委員会は、次に掲げる要件を満たしていなければならな
い。

１）治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うこ
とができること。

２）５名以上の委員からなること。

３）委員のうち、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者（次号及び第５号の規定
により委員に加えられている者を除く。）が加えられていること。

４）委員のうち、実施医療機関と利害関係を有しない者が加えら
れていること。

５）委員のうち、治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない
者が加えられていること。

２　治験審査委員会の設置者は、次に掲げる事項について記載し
た手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要を作成し、
当該手順書に従って業務を行わせなければならない。

１）委員長の選任方法

２）会議の成立要件

３）会議の運営に関する事項

４）第31条第１項の適否の審査の実施時期に関する事項

５）会議の記録に関する事項

６）記録の保存に関する事項

７）その他必要な事項

３　治験審査委員会の設置者は、前項に規定する当該治験審査
委員会の手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表しなけ
ればならない。

４　治験審査委員会の設置者は、治験審査委員会の事務を行う
者を選任しなければならない。

次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決
に参加することができない。

１）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

２）自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関
係を有する者

３）実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者

２　審議に参加していない委員は、採決に参加することができな
い。

第
２
８
条

治験審査委員会の会議

第
２
９
条

治験審査委員会の審査

治験審査委員会の構成等

４．第四章 治験を行う基準
４－１ 第一節 治験審査委員会

治験審査委員会の設置

第
２
７
条
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実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うこ
との適否について、あらかじめ、第27条第１項の治験審査委員会
の意見を聴かなければならない。

２　実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会（当該実施医
療機関の長が設置した第27条第１項第１号に掲げる治験審査委
員会及び同項第５号から第８号までに掲げる治験審査委員会の
うち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。）に調
査審議を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる
事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契
約を締結しなければならない。

１）当該契約を締結した年月日

２）当該実施医療機関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

３　前項の契約の締結については、第12条第２項から第６項まで
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「治験の
依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託
者」とあるのは「第27条第１項の治験審査委員会（当該実施医療
機関の長が設置した同項第１号に掲げる治験審査委員会及び同
項第５号から第８号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施
医療機関を有する法人が設置したものを除く。）の設置者」と読み
替えるものとする。

４　実施医療機関の長は、第１項の規定により第27条第１項の治
験審査委員会の意見を聴くに当たり、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の承諾を得て、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
（第27条第１項各号に掲げるもの（同項第２号から第４号までに掲
げるものにあっては、同条第２項各号に掲げる要件を満たすもの
に限る。）に限る。）の意見を聴くことができる。

５　実施医療機関の長は、前項の規定により意見を聴いた治験審
査委員会（以下「専門治験審査委員会」という。）が意見を述べた
ときは、速やかに当該意見を第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。

６　実施医療機関の長は、第４項の規定により専門治験審査委員
会（当該実施医療機関の長が設置した第27条第１項第１号に掲
げる治験審査委員会及び同項第５号から第８号までに掲げる治
験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置した
ものを除く。）の意見を聴く場合には、あらかじめ、次に掲げる事
項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置者との
契約を締結しなければならない。

１）当該契約を締結した年月日

２）当該実施医療機関及び当該専門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

７　前項の契約の締結については、第12条第２項から第６項まで
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「治験の
依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託
者」とあるのは「第30条第５項に規定する専門治験審査委員会
（当該実施医療機関の長が設置した第27条第１項に掲げる治験
審査委員会及び同項第５号から第８号までに掲げる治験審査委
員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除
く。）の設置者」と読み替えるものとする。

８　実施医療機関の長は、第１項又は第４項の規定により、第27
条第１項の治験審査委員会（当該実施医療機関の長が設置した
同項第１号に掲げる治験審査委員会を除く。）に意見を聴くとき
は、第28条第２項に規定する当該治験審査委員会の手順書及び
委員名簿を入手しなければならない。

実施医療機関の長は、治験の期間が１年を越える場合には、１年
に１回以上、当該実施医療機関において治験を継続して行うこと
の適否について前条第１項の規定により意見を聴いた治験審査
委員会の意見を、当該治験を継続して行うことの適否の判断の前
提となる特定の専門的事項について前条第４項の規定により意
見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては当該専門
治験審査委員会の意見を聴かなければならない。

２　実施医療機関の長は、第20条第２項及び第３項、第26条の６
第２項並びに第48条第２項及び第３項の規定により通知を受けた
とき、第54条第３項の規定により報告を受けたときその他実施医
療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関に
おいて治験を継続して行うことの適否について前条第１項の規定
により意見を聴いた治験審査委員会の意見を、当該治験を継続
して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項につい
て前条第４項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会が
ある場合にあっては当該専門治験審査委員会の意見を聴かなけ
ればならない。

３　前２項の規定により専門治験審査委員会の意見を聴く場合に
ついては、前条第５項の規定を準用する。

第
３
０
条

継続審査等

第
３
１
条
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４　実施医療機関の長は、第26条の８第２項に規定するモニタリ
ング報告書を受け取ったとき又は第26条の９第３項に規定する監
査報告書を受け取ったときは、当該実施医療機関において治験
が適切に行われているかどうか又は適切に行われたかどうかに
ついて、前条第１項の規定により意見を聴いた治験審査委員会
の意見を聴かなければならない。

第27条第１項の治験審査委員会（以下本条において「治験審査
委員会」という。）は、第30条第１項の規定により実施医療機関の
長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる治験が倫理的
及び科学的に妥当であるかどうかその他当該治験が当該実施医
療機関において行うのに適当であるかどうかを、次に掲げる資料
に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。

１）第10条第１項各号又は第15条の７各号に掲げる文書

２）被験者の募集の手順に関する資料

３）第７条第５項又は第15条の４第４項に規定する情報その他治
験を適正に行うために重要な情報を記載した文書

４）治験責任医師等となるべき者の履歴書

５）その他当該治験審査委員会が必要と認める資料

２　専門治験審査委員会は、第30条第４項の規定により実施医療
機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる特定の
専門的事項について前項各号に掲げる資料（当該専門治験審査
委員会が必要と認めるものに限る。）に基づき審査し、文書により
意見を述べなければならない。

３　治験審査委員会及び専門治験審査委員会は、前条第１項又
は第２項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたと
きは、治験審査委員会にあっては当該実施医療機関において当
該治験が適切に行われているかどうかを調査した上、当該実施
医療機関において治験を継続して行うことの適否を審査し、文書
により意見を、専門治験審査委員会にあっては意見を聴かれた
特定の専門的事項について調査をした上、当該治験を継続して
行うことの適否の判断の前提となる専門的事項を審査し、文書に
より意見を、それぞれ意見を聴かれた事項に係る事態の緊急性
に応じて速やかに述べなければならない。

４　治験審査委員会は、前条第４項の規定により、実施医療機関
の長から意見を聴かれたときは、当該実施医療機関において当
該治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われていた
かどうかについて審査し、文書により意見を述べなければならな
い。

５　第30条第４項の規定により実施医療機関の長が専門治験審
査委員会の意見を聴いた場合においては、治験審査委員会は、
第１項又は第３項の規定により意見を述べるに当たり、同条第５
項（前条第３項において準用する場合を含む。）の規定により報告
された当該専門治験審査委員会の意見を踏まえて、これを行わ
なければならない。

６　実施医療機関の長は、第１項又は第３項の規定による治験審
査委員会の意見を治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者
及び治験責任医師となるべき者又は治験責任医師に文書により
通知しなければならない。

７　実施医療機関の長は、第１項、第３項又は第４項の規定によ
る治験審査委員会の意見を自ら治験を実施しようとする者又は自
ら治験を実施する者に文書により通知しなければならない。

８　第６項に規定する文書による通知については、第10条第２項
から第６項までの規定を準用する。この場合において、これらの
規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関
の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験の依頼をしようと
する者又は治験依頼者」と読み替えるものとする。

実施医療機関は、第30条第１項の規定により意見を聴いた治験
審査委員会が、治験を行うことが適当でない旨の意見を述べたと
きは、治験の依頼を受け、又は治験の実施を承認してはならな
い。

２　実施医療機関は、第31条第１項又は第２項の規定により意見
を聴いた治験審査委員会が、治験を継続して行うことが適当でな
い旨の意見を述べたときは、治験の契約を解除し、又は治験を中
止しなければならない。

３　実施医療機関の長は、第31条第４項の規定により意見を聴い
た治験審査委員会が、当該実施医療機関において当該治験が適
切に行われていない旨又は適切に行われていなかった旨の意見
を述べたときは、必要な措置を講じなければならない。

治験審査委員会の責務

第
３
２
条

治験審査委員会の意見

第
３
３
条
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第
３
４
条

治験審査委員会を設置した者は、第28条第２項に規定する手順
書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要、第30条第２項及
び第６項の規定による契約に関する資料、第32条第１項各号に
掲げる資料、同条第２項に規定する資料、第40条第１項から第４
項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会
に対する通知を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（第24条第３項又は第26条の10第３項に規定する通知
を受けたときは、通知を受けた日）又は治験の中止若しくは終了
の後３年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しな
ければならない。

対応の可否 備　考

実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならな
い。

１）十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有してい
ること。

２）緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができるこ
と。

３）治験責任医師等、薬剤師、看護師その他治験を適正かつ円滑
に行うために必要な職員が十分に確保されていること。

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成し
なければならない。

２　実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこ
の省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合に
あっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施す
る場合にあっては第15条の７第５号から第11号までに規定する文
書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要
な措置を講じなければならない。

３　実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう
必要な措置を講じなければならない。

実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実
施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第27条第１項
の治験審査委員会及び専門治験審査委員会（専門治験審査委
員会にあっては、第30条第４項の規定により意見を聴く場合に限
る。以下「治験審査委員会等」という。）による調査に協力しなけ
ればならない。

２　実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が
実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会
等の求めに応じ、第41条第２項各号に掲げる治験に関する記録
を閲覧に供しなければならない。

第
３
８
条

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を
選任しなければならない。

第
３
９
条

治験薬管理者（治験薬を管理する者をいう。）は、第16条第６項又
は第26条の２第６項の手順書に従って治験薬を適切に管理しな
ければならない。

実施医療機関（自ら治験を実施する者が治験を実施する場合に
あっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条におい
て同じ。）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
との契約を締結しなければならない。

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実施医療機関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
うかを実施医療機関が確認することができる旨

６）当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項

７）その他当該委託に係る業務について必要な事項

第二節 実施医療機関

実施医療機関の要件

第
３
５
条

実施医療機関の長

第
３
６
条

モニタリング等への協力

第
３
７
条

治験事務局

治験薬の管理

業務の委託等

第
３
９
条
の
２

記録の保存
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実施医療機関の長は、第20条第２項及び第３項の規定により治
験依頼者から又は第26条の６第２項の規定により自ら治験を実
施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員
会等に文書により通知しなければならない。

２　実施医療機関の長は、第24条第２項の規定により治験依頼者
から若しくは第26条の10第２項の規定により自ら治験を実施する
者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受けたとき又
は第24条第３項の規定により治験依頼者から申請書に添付しな
いことを決定した旨の通知若しくは第26条の10第３項の規定によ
り自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った
旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験
責任医師及び治験審査委員会等に文書により通知しなければな
らない。

３　実施医療機関の長は、第49条第２項の規定により治験責任医
師から治験を中断し、又は中止する旨の報告を受けた場合は、速
やかにその旨及びその理由を治験審査委員会等及び治験依頼
者に文書により通知しなければならない。

４　実施医療機関の長は、第49条第３項の規定により治験責任医
師から治験を終了する旨の報告を受けたときは、その旨及びその
結果の概要を治験審査委員会等及び治験依頼者に通知しなけ
ればならない。

５　第３項に規定する文書による通知については、第10条第２項
から第６項までの規定を準用する。この場合において、これらの
規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関
の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替
えるものとする。

実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならな
い。

２　前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録（文
書を含む。）を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（第24条第３項又は第26条の10第３項の規定により通知
を受けたときは、通知を受けた日後３年を経過した日）又は治験
の中止若しくは終了の後３年を経過した日のうちいずれか遅い日
までの期間保存しなければならない。

１）原資料

２）契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令
の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はそ
の写し

３）治験実施計画書、第32条第１項から第３項までの規定により
治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定によ
り入手した文書

４）治験薬の管理その他の治験に係る業務の記録

対応の可否 備　考

治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならな
い。

１）治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、か
つ、十分な臨床経験を有すること。

２）治験実施計画書、治験薬概要書及び第16条第７項又は第26
条の２第７項に規定する文書に記載されている治験薬の適切な
使用方法に精通していること。

３）治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。

治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力
者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければ
ならない。

２　治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内
容について十分に説明するとともに、第20条第２項及び第３項の
規定により通知された事項、第26条の６第２項の規定により通知
した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必
要な情報を提供しなければならない。

治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき
者を選定しなければならない。

１）倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、
症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。

２）同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得
ない場合を除き、選定しないこと。

３）治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがあ
る者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行わ
れるよう十分な配慮を行うこと。

第
４
０
条

記録の保存

第
４
１
条

第三節 治験責任医師

治験責任医師の要件

第
４
２
条

治験分担医師等

第
４
３
条

被験者となるべき者の選定

第
４
４
条

治験の中止等
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治験責任医師等は、治験薬の適正な使用方法を被験者に説明
し、かつ、必要に応じ、被験者が治験薬を適正に使用しているか
どうかを確認しなければならない。

２　治験責任医師等は、被験者が他の医師により治療を受けてい
る場合には、被験者の同意の下に、被験者が治験に参加する旨
を当該他の医師に通知しなければならない。

３　実施医療機関の長及び治験責任医師等は、被験者に生じた
有害事象に対して適切な医療が提供されるよう、事前に、必要な
措置を講じておかなければならない。

４　治験責任医師等は、被験者に有害事象が生じ、治療が必要で
あると認めるときは、その旨を被験者に通知しなければならない。

治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医
療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場
合には、すべてこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文
書を直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依
頼者及び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を
実施する場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければな
らない。

２　治験依頼者が治験を依頼する場合における前項に規定する
文書の提出については、第10条第２項から第６項までの規定を準
用する。この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしよう
とする者」とあるのは「治験責任医師」と、「実施医療機関の長」と
あるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。

治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書
を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

２　治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正す
るときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなけれ
ばならない。

３　治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点
検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなけれ
ばならない。

治験責任医師は、治験の実施状況の概要を適宜実施医療機関
の長に文書により報告しなければならない。

２　治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては、治験責任医師
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、直ちに実施医療機関の長に報告す
るとともに、治験依頼者に通知しなければならない。この場合にお
いて、治験依頼者、実施医療機関の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、当該治験責任医
師はこれに応じなければならない。

３　自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治
験責任医師は、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、直ちに実施医療機関の
長（一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関にお
いて治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医
師を含む。）に報告するとともに、治験薬提供者に通知しなければ
ならない。この場合において、治験薬提供者、実施医療機関の長
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、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。

治験責任医師は、第40条第２項の通知により治験が中断され、又
は中止されたときは、被験者に速やかにその旨を通知するととも
に、適切な医療の提供その他必要な措置を講じなければならな
い。

２　治験責任医師は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、実
施医療機関の長に速やかにその旨及びその理由を文書により報
告しなければならない。

３　治験責任医師は、治験を終了したときは、実施医療機関の長
にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければなら
ない。

○△×- 対応可

治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるとき
は、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について
当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書に
より同意を得なければならない。

２　被験者となるべき者が同意の能力を欠くこと等により同意を得
ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、代諾者と
なるべき者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を
治験に参加させることができる。

３　治験責任医師等は、前項の規定により代諾者となるべき者の
同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と
被験者との関係についての記録を作成しなければならない。

４　治験責任医師等は、当該被験者に対して治験薬の効果を有し
ないと予測される治験においては、第２項の規定にかかわらず、
同意を得ることが困難な被験者となるべき者を治験に参加させて
はならない。ただし、第７条第２項又は第15条の４第２項に規定す
る場合は、この限りではない。

治験実施計画書からの逸脱

第
４
６
条

症例報告書等

第
４
７
条

治験中の副作用等報告

第
４
８
条

治験の中止等

第
４
９
条

第四節 被験者の同意

文書による説明と同意の取得

第
５
０
条

第
４
５
条

被験者に対する責務
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５　治験責任医師等は、説明文書の内容その他治験に関する事
項について、被験者となるべき者（代諾者となるべき者の同意を
得る場合にあっては、当該者。次条から第53条までにおいて同
じ。）に質問をする機会を与え、かつ、当該質問に十分に答えなけ
ればならない。

治験責任医師等は、前条第１項の説明を行うときは、次に掲げる
事項を記載した説明文書を交付しなければならない。

１）当該治験が試験を目的とするものである旨

２）治験の目的

３）治験責任医師の氏名、職名及び連絡先

４）治験の方法

５）予測される治験薬による被験者の心身の健康に対する利益
（当該利益が見込まれない場合はその旨）及び予測される被験者
に対する不利益

６）他の治療方法に関する事項

７）治験に参加する期間

８）治験の参加を何時でも取りやめることができる旨

９）治験に参加しないこと、又は参加を取りやめることにより被験
者が不利益な取扱いを受けない旨

10）被験者の秘密が保全されることを条件に、モニター、監査担
当者及び治験審査委員会等が原資料を閲覧できる旨

11）被験者に係る秘密が保全される旨

12）健康被害が発生した場合における実施医療機関の連絡先

13）健康被害が発生した場合に必要な治療が行われる旨

14）健康被害の補償に関する事項

15）当該治験の適否等について調査審議を行う治験審査委員会
の種類、各治験審査委員会において調査審議を行う事項その他
当該治験に係る治験審査委員会に関する事項

16）当該治験に係る必要な事項

２　説明文書には、被験者となるべき者に権利を放棄させる旨又
はそれを疑わせる記載並びに治験依頼者、自ら治験を実施する
者、実施医療機関、治験責任医師等の責任を免除し若しくは軽減
させる旨又はそれを疑わせる記載をしてはならない。

３　説明文書には、できる限り平易な表現を用いなければならな
い。

第50条第１項又は第２項に規定する同意は、被験者となるべき者
が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参
加することに同意する旨を記載した文書（以下「同意文書」とい
う。）に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者
（第３項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者と
なるべき者及び立会人。次条において同じ。）が日付を記載して、
これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。

２　第50条第１項又は第２項に規定する同意は、治験責任医師等
に強制され、又はその判断に不当な影響を及ぼされたものであっ
てはならない。

３　説明文書を読むことができない被験者となるべき者（第50条第
２項に規定する被験者となるべき者を除く。）に対する同条第１項
に規定する説明及び同意は、立会人を立ち会わせた上で、しなけ
ればならない。

４　前項の立会人は、治験責任医師等及び治験協力者であって
はならない。

第
５
３
条

治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が
記名押印し、又は署名した同意文書の写しを被験者（代諾者の同
意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。）に交付し
なければならない。

治験責任医師等は、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る情報を入手した場合
には、直ちに当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録
するとともに、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認
しなければならない。この場合においては、第50条第５項及び第
52条第２項の規定を準用する。

２　治験責任医師は、前項の場合において、説明文書を改訂する
必要があると認めたときは、速やかに説明文書を改訂しなければ
ならない。

３　治験責任医師は、前項の規定により説明文書を改訂したとき
は、その旨を実施医療機関の長に報告するとともに、治験の参加
の継続について改めて被験者の同意を得なければならない。こ
の場合においては、第51条から前条までの規定を準用する。

第
５
１
条

同意文書等への署名等

第
５
２
条

同意文書の交付

被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合

第
５
４
条

説明文書
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治験責任医師等は、第７条第３項又は第15条の４第３項に規定す
る治験においては、次の各号のすべてに該当する場合に限り、被
験者となるべき者及び代諾者となるべき者の同意を得ずに当該
被験者となるべき者を治験に参加させることができる。

１）被験者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じてい
ること。

２）現在における治療方法では十分な効果が期待できないこと。

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と認められること。

４）予測される被験者に対する不利益が必要な最小限度のもので
あること。

５）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。

２　治験責任医師等は、前項に規定する場合には、速やかに被
験者又は代諾者となるべき者に対して当該治験に関する事項に
ついて適切な説明を行い、当該治験への参加について文書によ
り同意を得なければならない。

※本チェックシートは、国立長寿医療研究センターからの提供による。

緊急状況下における救命的治験

第
５
５
条
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