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「滋賀医科大学医学部附属病院における治験に係る業務手順書」変更点一覧 
該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

表紙 作成・改訂年月日 第 12版 改訂年月日：西暦 2015年 4月 1日 第 13版 改訂年月日：西暦 2019年 2月 21日 改訂に伴う変更  

１． 治験の原則 治験は、被験者の人権の保護、安全性の保持及び福祉の

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保

するため、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に留意し、

GCP 省令等を遵守して行われなければならない。（GCP 省

令等：薬事法、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する

省令、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令、

並びに同省令に関する通知を含む) 

治験は、被験者の人権の保護、安全性の保持及び福祉の

向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保

するため、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に留意

し、GCP省令等を遵守して行われなければならない。（GCP

省令等：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、医薬品の臨床試験の実施の基準

に関する省令、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準

に関する省令、医療機器の臨床試験の実施の基準に関す

る省令、並びに同省令に関する通知を含む) 

・「薬事法」名称変更 

・「再生医療等製品の臨床試験の実施

の基準に関する省令」追加 

４． 治験の原則 治験薬・治験機器に関して、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。 

治験薬・治験製品・治験機器に関して、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。 

「治験製品」追加 

12. 治験の原則 治験薬・治験機器の製造、取扱い、保管及び管理は、治

験薬 GMP、医療機器 GMP に準拠して行うものとする。治

験薬・治験機器は治験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。 

治験薬・治験製品・治験機器の製造、取扱い、保管及び

管理は、治験薬 GMP、医療機器 GMP に準拠して行うもの

とする。治験薬・治験製品・治験機器は治験審査委員会

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。 

「治験製品」追加 

第 1条 

1 

目的と適用範囲 この滋賀医科大学医学部附属病院における治験に係る標

準業務手順書（以下、「本手順書」という。）は、「医薬品

の臨床試験の実施の基準に関する省令」、「医療機器の臨

床試験の実施の基準に関する省令」（以下、「GCP 省令」

という。）並びに・・・（以下、省略） 

この滋賀医科大学医学部附属病院における治験に係る

標準業務手順書（以下、「本手順書」という。）は、「医

薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」、「再生医療

等製品の臨床試験の実施の基準の関する省令」、「医療機

器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（以下、「GCP

省令」という。）並びに・・・（以下、省略） 

「再生医療等製品の臨床試験の実

施の基準の関する省令」追加 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 1条 

2 

目的と適用範囲 本手順書は、医薬品、医療機器並びに体外診断用医薬品

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、及び医薬品、

医療機器並びに体外診断用医薬品の再審査申請、再評価

申請又は適正使用情報の収集のために行う製造販売後臨

床試験に対して適用する。 

本手順書は、医薬品、再生医療等製品、医療機器並びに

体外診断用医薬品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、及び医薬品、再生医療等製品、医療機器並びに体

外診断用医薬品の再審査申請、再評価申請又は適正使用

情報の収集のために行う製造販売後臨床試験に対して適

用する。 

「再生医療等製品」追加 

第 1条 

3 

目的と適用範囲 医薬品の再審査申請、再評価申請又は適正使用情報の収

集のための製造販売後臨床試験を行う場合には、本手順

書において、「治験」とあるのを「製造販売後臨床試験」

と読み替えるものとする。 

医薬品、再生医療等製品の再審査申請、再評価申請又は

適正使用情報の収集のための製造販売後臨床試験を行う

場合には、本手順書において、「治験」とあるのを「製造

販売後臨床試験」と読み替えるものとする。 

「再生医療等製品」追加 

第 3条 

 

構成及び各書式・様式等 本手順書は、「総則」、「病院長の業務」、「臨床研究開発セ

ンターの業務」、「治験責任医師の業務」、「治験薬・治験

機器の管理」、「記録の保存」の各章からなる。なお、治

験関係書類の書式等については、末尾に収載した。なお

本手順書に示す書式・様式のうち「治験の依頼等に係る

統一書式について」並びに・・・（以下、省略） 

本手順書は、「総則」、「病院長の業務」、「臨床研究開発セ

ンターの業務」、「治験責任医師の業務」、「治験薬・治験

製品・治験機器の管理」、「記録の保存」の各章からなる。

なお、治験関係書類の書式等については、末尾に収載し

た。なお本手順書に示す書式・様式のうち『新たな「治

験の依頼等に係る統一書式」について』（以下、「統一書

式」という。）並びに・・・（以下、省略） 

・「治験製品」追加 

・誤記訂正 

第 4条 

 

秘密の保全 病院長、治験責任医師、治験分担医師、治験協力者及び

臨床研究開発センターに所属する職員、治験薬管理者（治

験薬管理補助者を含む）並びに・・・（以下、省略） 

病院長、治験責任医師、治験分担医師、治験協力者及び

臨床研究開発センターに所属する職員、治験薬管理者（治

験薬管理補助者を含む）、治験製品管理者（治験製品管理

補助者を含む）並びに・・・（以下、省略） 

「治験製品管理者（治験製品管理補

助者を含む）」追加 

第 6条 本手順書の保管及び配布 本手順書の原本は、臨床研究開発センターで保管し、そ

の写しを治験審査委員会等の治験に関わる委員会委員及

び治験に関与する治験責任医師、治験分担医師、治験薬

管理者、治験機器管理者等に配付するものとする。 

本手順書の原本は、治験事務局で保管し、その写しを治

験審査委員会等の治験に関わる委員会委員及び治験に関

与する治験責任医師、治験分担医師、治験薬管理者、治

験製品管理者、治験機器管理者等に配付するものとする。 

・「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

・「治験製品管理者」追加 

第 7条 本手順書の改訂 本手順書は、原則年 1 回程度に臨床研究開発センターが

病院長の指示を受け改訂し、・・・（以下、省略） 

本手順書は、原則年 1 回程度に治験事務局が病院長の指

示を受け改訂し、・・・（以下、省略） 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

 

第 9条 

3 

病院長の責務 病院長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う組織

を臨床研究開発センターとして設置する。また、治験審

査委員会の業務の円滑化を図るため、治験審査委員会の

運営に関する事務及び支援を臨床研究開発センターに兼

務させる。 

病院長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う組織

を治験事務局として設置する。また、治験審査委員会の

業務の円滑化を図るため、治験審査委員会の運営に関す

る事務及び支援を治験事務局に兼務させる。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 9条 

5 

病院長の責務 病院長は、「本院治験取扱規程」の定めるところにより、

副薬剤部長を治験薬管理者とし、治験薬の適切な管理を

行わせなければならない。病院長は「治験薬管理者指名

書」(院内様式 5)をもって治験薬管理者を指名する。ま

た治験機器においては、・・・（以下、省略） 

 

病院長は、「本院治験取扱規程」の定めるところにより、

副薬剤部長を治験薬管理者とし、治験薬の適切な管理を

行わせなければならない。病院長は「治験薬管理者指名

書」(院内様式 5)をもって治験薬管理者を指名する。 

治験製品においては、病院長は、「本院治験取扱規程」の

定めるところにより、原則として再生医療室長を治験製

品管理責任者とし、治験薬に準じて管理を行わせなけれ

ばならない。病院長は「治験機器管理者指名書」（院内様

式 13）をもって治験機器管理者を指名するものとする。

また治験機器においては、・・・（以下、省略） 

治験製品に関する記述を追加 

第 10条 

2 

治験申請の受付 病院長は、治験責任医師が治験に関係する業務の一部を

治験分担医師に分担させる場合又は治験協力者に治験に

関する業務に協力させる場合には、治験責任医師に「治

験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）を提出させ、

確認後これを了承するものとする。病院長は了承した「治

験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）を治験責任医

師に提出するとともに、その写しを臨床研究開発センタ

ーにおいて保管させるものとする。また、病院長は治験

依頼者に「治験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）

の写しを提出するものとする。 

病院長は、治験責任医師が治験に関係する業務の一部を

治験分担医師に分担させる場合又は治験協力者に治験に

関する業務に協力させる場合には、治験責任医師に「治

験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）を提出させ、

確認後これを了承するものとする。病院長は了承した「治

験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）を治験責任医

師に提出するとともに、その写しを治験事務局において

保管させるものとする。また、病院長は治験依頼者に「治

験分担医師･治験協力者リスト」（書式 2）の写しを提出

するものとする。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 12条 

1 

治験実施の了承等 病院長は、治験審査委員会が治験の実施の可否について

審査した結果を治験審査結果通知書類により通知してき

た場合は、これに基づく病院長の指示、決定を治験審査

結果通知書類写しに記名捺印または署名することによ

り、治験責任医師及び治験依頼者に通知するものとする。 

病院長は、治験審査委員会が治験の実施の可否について

審査した結果を治験審査結果通知書類により通知してき

た場合は、これに基づく病院長の指示、決定を治験審査

結果通知書類により、治験責任医師及び治験依頼者に通

知するものとする。 

記載整備 

第 12条 

2 

治験実施の了承等 病院長は、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及び治験依頼者が

治験実施計画を修正した場合には、治験実施計画書等修

正報告書類及び該当する資料を治験責任医師及び治験依

頼者より提出させるものとする。病院長は確認後、治験

実施計画書等修正報告書類に記名捺印又は署名し、保管

するとともに写しを治験審査委員長へ提出する。 

病院長は、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及び治験依頼者が

治験実施計画を修正した場合には、治験実施計画書等修

正報告書類及び該当する資料を治験責任医師及び治験依

頼者より提出させるものとする。病院長は確認後、治験

実施計画書等修正報告書類を保管するとともに写しを治

験審査委員長へ提出する。 

記載整備 

第 15条 

2 

治験実施計画書等の変更 病院長は、治験依頼者又は治験責任医師から、「治験に関

する変更申請書」（書式 10）が提出された場合は、その

写しを治験審査委員会に提出し、・・・（以下、省略） 

病院長は、治験依頼者又は治験責任医師から、「治験に関

する変更申請書」（書式 10）が提出された場合は、その

写しとともに「治験審査依頼書」（書式 4）を治験審査委

員会に提出し、・・・（以下、省略） 

記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 16条 治験実施計画書からの逸

脱又は変更 

病院長は、治験責任医師又は治験分担医師が被験者の緊

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

のために治験実施計画書からの逸脱又は変更を行った場

合は、治験責任医師から「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）お

よび必要に応じて「治験に関する変更申請書」（書式 10）

を提出させ、その写しを治験審査委員会に提出すること

により・・・（以下、省略） 

病院長は、治験責任医師又は治験分担医師が被験者の緊

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

のために治験実施計画書からの逸脱又は変更を行った場

合は、治験責任医師から「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）お

よび必要に応じて「治験に関する変更申請書」（書式 10）

を提出させ、その写しとともに「治験審査依頼書」（書式

4）を治験審査委員会に提出することにより・・・（以下、

省略） 

記載整備 

第 18条 

 

当院における副作用・不

具合、有害事象の発生 

病院長は、治験責任医師より当院における副作用・不具

合及び有害事象の発生について「重篤な有害事象に関す

る報告書（医薬品治験）」（書式 12-1）、「重篤な有害事象

に関する報告書（医薬品治験：詳細記載用）」（書式 12-2）、

「重篤な有害事象に関する報告書（医薬品製造販売後臨

床試験）」（書式 13-1）、「有害事象に関する報告書（医薬

品製造販売後臨床試験：詳細記載用）」（書式 13-2）、「重

篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器治

験）」（書式 14）、「重篤な有害事象及び不具合に関する報

告書（医療機器製造販売後臨床試験）」（書式 15）により

報告を受けた場合は、・・・（以下、省略） 

病院長は、治験責任医師より当院における副作用・不具

合及び有害事象の発生について「重篤な有害事象に関す

る報告書（医薬品治験）」（書式 12）、「重篤な有害事象に

関する報告書（医薬品製造販売後臨床試験）」（書式 13）、

「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器

治験）」（書式 14）、「重篤な有害事象及び不具合に関する

報告書（医療機器製造販売後臨床試験）」（書式 15）、「重

篤な有害事象及び不具合に関する報告書（再生医療等製

品治験）」（書式 19）、「重篤な有害事象及び不具合に関す

る報告書（再生医療等製品製造販売後臨床試験）」（書式

20）により報告を受けた場合は、・・・（以下、省略） 

統一書式変更に伴う記載整備 

第 20条 直接閲覧 病院長は、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、適切かつ速やかに行われるように協力する。こ

れらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員

会又は規制当局の求めに応じ、医療に係る原資料等のす

べての治験関連記録を直接閲覧に供することができるよ

う臨床研究開発センター及び対応者に必要な措置を講じ

させるものとする。（以下、省略） 

病院長は、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、適切かつ速やかに行われるように協力する。こ

れらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員

会又は規制当局の求めに応じ、医療に係る原資料等のす

べての治験関連記録を直接閲覧に供することができるよ

う治験事務局及び対応者に必要な措置を講じさせるもの

とする。（以下、省略） 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 21条 臨床研究開発センターの

組織 

（臨床研究開発センターの組織） （治験事務局の設置） 見出し変更 

第 21条 

1 

臨床研究開発センターの

組織 

臨床研究開発センターは、滋賀医科大学医学部附属病院

臨床研究開発センター規程に基づき、次の部門により構

成する。 

 １)治験管理部門 

 ２)コーディネーター部門 

 ３)臨床研究管理部門 

治験及び治験審査委員会に係る業務に関する事務を行う

ため、臨床研究開発センター内に治験事務局を置く。 

・臨床研開発センターの組織に関して

は、別に定めがあるため削除。 

・治験事務局の設置に関する記載を追

加 
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5 

該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 21条 

2 

臨床研究開発センターの

組織 

臨床研究開発センターは、滋賀医科大学医学部附属病院

臨床研究開発センター規程に基づき、次の者により構成

される。 

 １）センター長     1名 

 ２）副センター長   若干名 

 ３）部門主任 

 ４）その他職員 

３ 治験の実施に関する事務及び支援を、第２１条１項

１）２）に定める部門において実施する。また、治験審

査委員会の業務の円滑化を図るため、治験審査委員会の

運営に関する事務及び支援についても第２１条１項１）

に定める部門が兼務する。 

（削除） 臨床研開発センターの組織に関して

は、別に定めがあるため削除。 

第 22条 

1 

治験依頼者への説明、申

請受付及び通知 

臨床研究開発センターは、治験依頼者から治験実施の依

頼があった場合には、治験に関連する手続き手順、書式

を説明・交付する。 

治験事務局は、治験依頼者から治験実施の依頼があった

場合には、治験に関連する手続き手順、書式を説明・交

付する。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 22条 

2 

治験依頼者への説明、申

請受付及び通知 

臨床研究開発センターは、「治験依頼書」（書式 3）を添

付資料とともに受理し、記載等の不備について点検する。 

治験事務局は、「治験依頼書」（書式 3）を添付資料とと

もに受理し、記載等の不備について点検する。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 23条 

2 

治験の実施及び費用に係

る契約 

臨床研究開発センターは、「受託研究（治験）契約書」（滋

賀 1-1）の写しを責任医師に提出すると伴に、治験審査

委員長及び治験薬管理者、治験製品管理者または治験機

器管理者に回覧するものとする。 

治験事務局は、「受託研究（治験）契約書」（滋賀 1-1）

の写しを責任医師に提出すると伴に、治験審査委員長及

び治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者

に回覧するものとする。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 23条 

3 

治験の実施及び費用に係

る契約 

臨床研究開発センターは、別途定める「受託研究経費算

出基準」に従い治験に係る費用の算定を行い、治験依頼

者との合意のもと治験に係る費用についての資料を作成

する。ただし、治験実施中に算定基準を改訂した場合は、

原則として当該治験が終了するまで改訂前の基準に準ず

る。また、治験に係る費用についての資料を治験審査委

員会が必要と認める場合は、治験審査委員会に提出する。 

治験事務局は、別途定める「受託研究経費算出基準」に

従い治験に係る費用の算定を行い、治験依頼者との合意

のもと治験に係る費用についての資料を作成する。ただ

し、治験実施中に算定基準を改訂した場合は、原則とし

て当該治験が終了するまで改訂前の基準に準ずる。また、

治験に係る費用についての資料を治験審査委員会が必要

と認める場合は、治験審査委員会に提出する。 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 23条 

4 

治験の実施及び費用に係

る契約 

治験に係る費用については、「受託研究（治験）契約書」

（滋賀 1-1）に明記する。 

治験に係る費用については、「経費に関する覚書」（滋賀

1-2）に明記する。 

現状に合わせて変更 

第 23条 

5 

治験の実施及び費用に係

る契約 

治験に係る費用については国立大学法人滋賀医科大学経

理責任者が、又、保険外併用療養費支給対象外経費につ

いては滋賀医科大学医学部附属病院が請求書により、治

験依頼者に請求する。 

治験に係る費用については国立大学法人滋賀医科大学

が、又、保険外併用療養費支給対象外経費については滋

賀医科大学医学部附属病院が請求書により、治験依頼者

に請求する。 

記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 25条 

1 

「治験業務分担者リス

ト」の作成及び提出 

臨床研究開発センターは、治験責任医師により提出され

病院長が了承した「治験分担医師・治験協力者リスト」

（書式 2）を、・・・（以下、省略） 

治験事務局は、治験責任医師により提出され病院長が了

承した「治験分担医師・治験協力者リスト」（書式 2）

を、・・・（以下、省略） 

「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

第 26条 

1 

治験関連記録に関する直

接閲覧への対応 

臨床研究開発センターは、治験依頼者のモニタリング及

び監査並びに治験審査委員会又は国内外の規制当局の調

査の際に、治験関連記録に関する直接閲覧を請求された

場合、臨床研究開発センターの業務に関するすべての記

録について、これに応じるものとする。臨床研究開発セ

ンターは「原資料閲覧に係る誓約書」（SDV 様式 1）及び

「電子カルテ治験直接閲覧新規ユーザー登録書」（SDV様

式 3）入手後、・・・（以下、省略） 

治験事務局は、治験依頼者のモニタリング及び監査並び

に治験審査委員会又は国内外の規制当局の調査の際に、

治験関連記録に関する直接閲覧を請求された場合、治験

に関する業務に関するすべての記録について、これに応

じるものとする。治験事務局は「原資料閲覧に係る誓約

書」（SDV 様式 1）及び「電子カルテ治験直接閲覧新規ユ

ーザー登録書」（SDV様式 3）入手後、・・・（以下、省略） 

・「臨床研究開発センター」を「治験事

務局」に変更 

・記載整備 

第 27条 

1 

本手順書の改訂及び開示 本手順書の改訂及び開示 本手順書の開示 記載整備 

第 27条 

1 

本手順書の改訂及び開示 臨床研究開発センターは、原則として年 1 回程度に本手

順書の改訂案を病院長の指示を受け作成し、病院長の承

認を得るものとする。なお、改訂版には、改訂版数を明

記するものとする。 

治験依頼者より、本手順書の開示等を求められた場合に

は、これを開示する。 

改訂については、第 7 条に記載がある

ため削除 

第 27条 

2 

本手順書の改訂及び開示 治験依頼者より、本手順書の開示等を求められた場合に

は、これを開示する。 

（削除） 第 1項に移動したため削除 

第 29条 

2 

治験に関わる職員等に対

する GCP省令等の普及・

定着のための業務他 

その他院内の治験に関与する部門との連携対応等、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

を行う。 

臨床研究開発センターは、その他院内の治験に関与する

部門との連携対応等、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を行う。 

記載整備 

第 29条 

3 

治験に関わる職員等に対

する GCP省令等の普及・

定着のための業務他 

治験業務の円滑化のために、進捗状況、手続き状況、治

験責任医師・治験分担医師状況などの情報管理を行う。 

治験事務局は、治験業務の円滑化のために、進捗状況、

手続き状況、治験責任医師・治験分担医師状況などの情

報管理を行う。 

記載整備 

第 30条 記録の作成と保存 治験の実施に必要な治験責任医師、病院長等の作成すべ

き手続き書類の作成補助、保存管理を行う。 

治験事務局は、治験の実施に必要な治験責任医師、病院

長等の作成すべき手続き書類の作成補助、保存管理を行

う。 

記載整備 

第 31条 

1 3) 

治験責任医師の要件 治験責任医師は、薬事法第１４条第３項及び第８０条の

２に規定されている基準並びに GCP 省令等を熟知し、そ

れらを遵守しなければならない。 

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８

０条の２に規定されている基準並びに GCP 省令等を熟知

し、それらを遵守しなければならない。 

法律名変更のため 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 32条 

1 7) 

治験責任医師の責務 治験依頼の申し出があった場合、治験依頼者と試験計画

について十分協議する。当該治験実施計画書に基づいて

試験を実施することについて合意後、治験依頼者が病院

長に治験実施の依頼を「治験依頼書」（書式 1）により行

うことを確認する。（以下、省略） 

治験依頼の申し出があった場合、治験依頼者と試験計画

について十分協議する。当該治験実施計画書に基づいて

試験を実施することについて合意後、治験依頼者が病院

長に治験実施の依頼を「治験依頼書」（書式 3）により行

うことを確認する。（以下、省略） 

誤記訂正 

第 32条 

1 16) 

治験責任医師の責務 治験実施中に有害事象が発生した場合は、治験薬、治験

機器との因果関係について考察を加えた上で速やかに病

院長及び治験依頼者に「重篤な有害事象に関する報告書

（医薬品治験）」（書式 12-1）、「重篤な有害事象に関する

報告書（医薬品治験：詳細記載用）」（書式 12-2）、「有害

事象に関する報告書（医薬品製造販売後臨床試験）」（書

式 13-1）、「有害事象に関する報告書（医薬品製造販売後

臨床試験：詳細記載用）」（書式 13-2）、「重篤な有害事象

及び不具合に関する報告書（医療機器治験）」（書式 14）

及び、「有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器製

造販売後臨床試験）」（書式 15）により報告するとともに、

治験の継続の可否について病院長の指示を治験審査結果

通知書により受けること。なお、重篤な有害事象は、次

に示す基準に従って特定するものとする。（以下、省略） 

治験実施中に有害事象が発生した場合は、治験薬、治験

機器、治験製品との因果関係について考察を加えた上で

速やかに病院長及び治験依頼者に「重篤な有害事象に関

する報告書（医薬品治験）」（書式 12）、「有害事象に関す

る報告書（医薬品製造販売後臨床試験）」（書式 13）、「重

篤な有害事象及び不具合に関する報告書（医療機器治

験）」（書式 14）、「有害事象及び不具合に関する報告書（医

療機器製造販売後臨床試験）」（書式 15）、「重篤な有害事

象及び不具合に関する報告書（再生医療等製品治験）」（書

式 19）及び、「重篤な有害事象及び不具合に関する報告

書（再生医療等製品製造販売後臨床試験）」（書式 20）に

より報告するとともに、治験の継続の可否について病院

長の指示を治験審査結果通知書により受けること。なお、

重篤な有害事象は、次に示す基準に従って特定するもの

とする。（以下、省略） 

統一書式変更に伴う記載整備 

第 33条 

4 

同意文書及び説明文書の

作成 

治験責任医師又は治験分担医師は、同意取得後初めて治

験薬または治験機器を処方、使用する場合には、事前に

治験薬管理者、治験機器管理者に対し同意文書の写しを

提出しておかなければならない。 

治験責任医師又は治験分担医師は、同意取得後初めて治

験薬、治験製品または治験機器を処方、使用する場合に

は、事前に治験薬管理者、治験製品管理者、治験機器管

理者に対し同意文書の写しを提出しておかなければなら

ない。 

記載整備 

第 5章 治験薬･治験機器の管理 治験薬･治験機器の管理 治験薬･治験製品･治験機器の管理 「治験製品」追加 

第 39条 治験薬・治験機器管理責

任者及び治験薬･治験機

器管理者 

治験薬・治験機器管理責任者及び治験薬･治験機器管理者 治験薬・治験製品・治験機器管理責任者及び治験薬･治験

製品･治験機器管理者 

記載整備 

第 39条 

1 

治験薬・治験機器管理責

任者及び治験薬･治験機

器管理者 

治験薬、治験機器の管理責任は、病院長が負うものとす

る。 

治験薬、治験製品、治験機器の管理責任は、病院長が負

うものとする。 

記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 39条 

2 

治験薬・治験機器管理責

任者及び治験薬･治験機

器管理者 

病院長は、「本院治験取扱規程」に従い、治験薬を保管、

管理させるために副薬剤部長を治験薬管理者とし、病院

内のすべての治験薬を管理させるものとする。 

同様に、病院長は原則として、治験責任医師を治験機器

管理者とし、・・・（以下、省略） 

病院長は、「本院治験取扱規程」に従い、治験薬を保管、

管理させるために副薬剤部長を治験薬管理者とし、病院

内のすべての治験薬を管理させるものとする。 

同様に、病院長は原則として、再生医療室室長を治験製

品管理者とし、当該治験製品の保管、管理を行わせるも

のとする。 

同様に、病院長は原則として、治験責任医師を治験機器

管理者とし、・・・（以下、省略） 

記載整備 

第 39条 

3 

治験薬・治験機器管理責

任者及び治験薬･治験機

器管理者 

治験薬管理者は、必要に応じて治験薬管理補助者として

治験薬等管理室長及び薬剤師を置き、自らの管理の下に

医薬品等管理者の業務を遂行させることができる。その

場合、治験薬管理者は「治験薬管理補助者指名書｣（院内

様式 6）をもって治験薬管理補助者を指名する。また治

験機器管理者は、必要に応じて当該治験機器の管理に必

要な知識と経験を有する医療従事者を治験機器管理補助

者として「治験機器管理補助者指名書｣（院内様式 8）を

もって指名する。 

治験薬管理者は、必要に応じて治験薬管理補助者として

治験薬等管理室長及び薬剤師を置き、自らの管理の下に

医薬品等管理者の業務を遂行させることができる。その

場合、治験薬管理者は「治験薬管理補助者指名書｣（院内

様式 6）をもって治験薬管理補助者を指名する。また治

験製品管理者は、必要に応じて当該治験製品の管理に必

要な知識と経験を有する医療従事者を治験製品管理補助

者として「治験製品管理補助者指名書｣（院内様式 14）

をもって指名する。また治験機器管理者は、必要に応じ

て当該治験機器の管理に必要な知識と経験を有する医療

従事者を治験機器管理補助者として「治験機器管理補助

者指名書｣（院内様式 8）をもって指名する。 

記載整備 

第 40条 

 

治験薬管理者・治験機器

管理者の責務 

治験薬管理者・治験機器管理者の責務 治験薬管理者・治験製品管理者・治験機器管理者の責務 記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 40条 

1 

治験薬管理者・治験機器

管理者の責務 

治験薬管理者または治験機器管理者は、治験依頼者が作

成した治験薬または治験機器の取扱い及び保管、管理及

びそれらの記録に際して従うべき指示を記録した手順書

（以下「治験薬・治験機器の取扱手順書」という。）の交

付を受け保管する。治験薬・治験機器の取扱手順書並び

に GCP 省令等に従って、以下の業務を行い、その記録を

作成する。 

 １）治験薬・治験機器の受領及び受領書の発行 

 ２）治験薬・治験機器の保管、管理（治験機器の場合、

保守点検を含む）、払い出し及び在庫確認 

 ３）治験薬・治験機器の交付に先立ち同意取得の確認 

 ４）被験者毎の治験薬・治験機器使用状況の把握 

 ５）使用しなかった治験薬・治験機器の被験者からの

回収 

 ６）治験依頼者への治験薬・治験機器の返却及び返却

書、治験薬・治験機器管理表の写しの発行 

 ７）その他必要な業務 

治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者は、

治験依頼者が作成した治験薬、治験製品または治験機器

の取扱い及び保管、管理及びそれらの記録に際して従う

べき指示を記録した手順書（以下「治験薬・治験製品・

治験機器の取扱手順書」という。）の交付を受け保管する。

治験薬・治験製品・治験機器の取扱手順書並びに GCP 省

令等に従って、以下の業務を行い、その記録を作成する。 

 １）治験薬・治験製品・治験機器の受領及び受領書の

発行 

 ２）治験薬・治験製品・治験機器の保管、管理（治験

機器の場合、保守点検を含む）、払い出し及び在庫確認 

 ３）治験薬・治験製品・治験機器の交付に先立ち同意

取得の確認 

 ４）被験者毎の治験薬・治験製品・治験機器使用状況

の把握 

 ５）使用しなかった治験薬・治験製品・治験機器の被

験者からの回収 

 ６）治験依頼者への治験薬・治験製品・治験機器の返

却及び返却書、治験薬・治験製品・治験機器管理表の写

しの発行 

 ７）その他必要な業務 

記載整備 

第 40条 

2 

治験薬管理者・治験機器

管理者の責務 

治験薬管理者または治験機器管理者は、治験薬・治験機

器の出納等について不整合を認めた場合、速やかに臨床

研究開発センターを介して病院長に報告するものとす

る。 

治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者は、

治験薬・治験製品・治験機器の出納等について不整合を

認めた場合、速やかに病院長に報告するものとする。 

出納についての不整合があった場合に

は、管理者から病院長に直接報告する

ため 

第 41条 治験薬・治験機器の受領 治験薬・治験機器の受領 治験薬・治験製品・治験機器の受領 記載整備 

第 41条 

1 

治験薬・治験機器の受領 治験薬管理者または治験機器管理者は治験薬・治験機器

の取扱手順書に記述された治験薬・治験機器の保管・管

理の方法等を確認する。 

治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者は

治験薬・治験製品・治験機器の取扱手順書に記述された

治験薬・治験製品・治験機器の保管・管理の方法等を確

認する。 

記載整備 

第 41条 

2 

治験薬・治験機器の受領 治験薬管理者または治験機器管理者は契約締結後に治験

薬・治験機器を受領する。 

治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者は

契約締結後に治験薬・治験製品・治験機器を受領する。 

記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 41条 

3 

治験薬・治験機器の受領 治験薬管理者または治験機器管理者は、治験薬・治験機

器納品時に治験依頼者の任意書式による納品書・受領書

を受領し、その記載内容と治験薬・治験機器を照合して

不整合のないことを確認する。 

治験薬管理者、治験製品管理者または治験機器管理者は、

治験薬・治験製品・治験機器納品時に治験依頼者の任意

書式による納品書・受領書を受領し、その記載内容と治

験薬・治験製品・治験機器を照合して不整合のないこと

を確認する。 

記載整備 

第 42条 治験薬・治験機器の保管

及び管理 

治験薬・治験機器の保管及び管理 治験薬・治験製品・治験機器の保管及び管理 記載整備 

第 42条 

1 

治験薬・治験機器の保管

及び管理 

治験薬または治験機器は、一般診療用薬剤・機器及び他

の治験薬・治験機器と明確に区分し、治験薬・治験機器

の取扱手順書に記載された方法により、施錠下にて保管、

管理する。管理に際しては、治験薬の保管管理記録（治

験薬管理表等）を保管する。 

治験薬、治験製品または治験機器は、一般診療用薬剤・

機器及び他の治験薬・治験製品・治験機器と明確に区分

し、治験薬・治験製品・治験機器の取扱手順書に記載さ

れた方法により、施錠下にて保管、管理する。管理に際

しては、治験薬の保管管理記録（治験薬管理表等）を保

管する。 

記載整備 

第 42条 

3 

治験薬・治験機器の保管

及び管理 

治験薬管理表に基づき、治験薬の在庫、被験者毎の治験

薬の使用状況（日付、数量）治験薬の使用期限及び治験

の進行状況を把握する。治験機器の場合もこれに準じる

ものとする。 

治験薬管理表に基づき、治験薬の在庫、被験者毎の治験

薬の使用状況（日付、数量）治験薬の使用期限及び治験

の進行状況を把握する。治験製品及び治験機器の場合も

これに準じるものとする。 

記載整備 

第 42条 

4 

治験薬・治験機器の保管

及び管理 

治験薬管理表と在庫数量又は使用期限（必要な場合）と

の間に矛盾がないことを定期的に確認する。治験機器の

場合もこれに準じるものとする。 

治験薬管理表と在庫数量又は使用期限（必要な場合）と

の間に矛盾がないことを定期的に確認する。治験製品及

び治験機器の場合もこれに準じるものとする。 

記載整備 

第 43条 治験薬・治験機器の交付 治験薬・治験機器の交付 治験薬・治験製品・治験機器の交付 記載整備 

第 43条 

2 
治験薬・治験機器の交付 治験薬管理者・治験機器管理者は、被験者の同意が得ら

れていることを確認するとともに、治験薬の処方や使用

指示が治験実施計画書に規定されている用法・用量、使

用方法、投与期間から逸脱していないこと、併用禁止薬

が処方されていないこと、併用機器の使用や併用療法状

況を確認した後、治験薬・治験機器を交付する。 

治験薬管理者・治験製品管理者・治験機器管理者は、被

験者の同意が得られていることを確認するとともに、治

験薬の処方や使用指示が治験実施計画書に規定されてい

る用法・用量、使用方法、投与期間から逸脱していない

こと、併用禁止薬が処方されていないこと、併用機器の

使用や併用療法状況を確認した後、治験薬・治験製品・

治験機器を交付する。 

記載整備 

第 44条 

 
治験薬・治験機器の回収

及び返却 

治験薬・治験機器の回収及び返却 治験薬・治験製品・治験機器の回収及び返却 記載整備 
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該当箇所 変更前 Ver.12（2015.4.1） 変更後 Ver.13（2019.2.21） 変更理由 

第 44条 

1 
治験薬・治験機器の回収

及び返却 

未使用の治験薬がある場合には、治験薬の取扱手順書に

定められている方法に従い、治験薬を被験者から回収し、

回収の記録を作成する。治験機器の場合もこれに準じる

ものとする。 

未使用の治験薬がある場合には、治験薬の取扱手順書に

定められている方法に従い、治験薬を被験者から回収し、

回収の記録を作成する。治験製品及び治験機器の場合も

これに準じるものとする。 

記載整備 

第 44条 

2 
治験薬・治験機器の回収

及び返却 

治験が中止・中断又は終了した場合は、治験薬の取扱手

順書に従い未使用治験薬（被験者から返却された治験薬

を含む）や使用済みの治験薬の空き箱等を治験依頼者に

返却する。治験機器の場合もこれに準じるものとする。

なおその際には、治験依頼者から治験依頼者の任意書式

による返却治験薬受領書、治験機器受領書等を受領する。 

治験が中止・中断又は終了した場合は、治験薬の取扱手

順書に従い未使用治験薬（被験者から返却された治験薬

を含む）や使用済みの治験薬の空き箱等を治験依頼者に

返却する。治験製品及び治験機器の場合もこれに準じる

ものとする。なおその際には、治験依頼者から治験依頼

者の任意書式による返却治験薬受領書、治験機器受領書

等を受領する。 

 

記載整備 

第 44条 

3 
治験薬・治験機器の回収

及び返却 

治験薬の返却に際しては、治験薬管理表における出納数

量に矛盾がないことを確認する。治験機器の場合もこれ

に準じるものとする。 

治験薬の返却に際しては、治験薬管理表における出納数

量に矛盾がないことを確認する。治験製品及び治験機器

の場合もこれに準じるものとする。 

記載整備 

第 44条 

4 

治験薬・治験機器の回収

及び返却 

治験薬管理表または治験機器管理表には、被験者の個人

情報を保護するため、被験者識別番号を記載する。 

治験薬管理表、治験製品管理表または治験機器管理表に

は、被験者の個人情報を保護するため、被験者識別番号

を記載する。 

記載整備 

第 45条 モニタリング、監査及び

調査への協力 

治験薬管理者・治験機器管理者は、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る。（以下、省略） 

治験薬管理者・治験製品管理者・治験機器管理者は、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る。（以

下、省略） 

記載整備 

第 46 条 2 

2) 

記録の保存責任者 治験薬管理者（薬剤部長）：治験薬に関する記録（治験薬

管理表、治験薬の受領や返納等に関する文書）、治験薬の

取扱手順書等の治験薬に関する資料記録等 

治験機器管理者：治験機器に関する記録（上記に準ずる） 

治験薬管理者（副薬剤部長）：治験薬に関する記録（治験

薬管理表、治験薬の受領や返納等に関する文書）、治験薬

の取扱手順書等の治験薬に関する資料記録等 

治験機器管理者：治験機器に関する記録（上記に準ずる） 

記載整備 

 


